
目   次 

 

【巻頭言】      
「人物本位の時代を薬剤師として生き抜くために」      鹿児島医療センター 尾之江 剛樹 …… 1 

 

【会長挨拶】 

 「新しい日常、変化できる底力」         九州地区国立病院薬剤師会 会長 橋本 雅司 …… 2 

 

【所感】                     

「薬剤師確保に向けて」             九州グループ事務所 薬事専門職  山脇 一浩 …… 3 

 

【薬研会会長挨拶】  

 「明日への処方箋」                        薬研会会長  村上 克幸 …… 5 

 

特集【新型コロナウイルス対応】     

「九州医療センターにおける新型コロナウイルス感染症への対応」 
 九州医療センター   福石 和久 …… 7 

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者への薬剤師の対応について」 

                                    東佐賀病院   鶴﨑 泰史  …… 9 

  

「ダイヤモンドプリセス号活動報告」           別府医療センター   井上 大奨 …… 21 

  

                          

【九州地区国立病院薬剤師会研究助成について】  

九州地区国立病院薬剤師会 総務部 福石 和久 …… 24 

 

【令和元年度会長賞受賞演題】 

《学術部門》 

「臨床下におけるダプトマイシンの薬物動態・薬力学(PK/PD)」 
別府医療センター 塚田 寛子 …… 26 

 

「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構築」  

別府医療センター 入江 健司 …… 29 

   

「菌血症患者を対象とした抗菌薬適正使用支援チーム介入の評価」 

別府医療センター 小田原 真希 …… 32

  

「維持血液透析中の進行性食道がん患者にネダプラチンで化学療法を行った1 症例」 

別府医療センター 松尾 尚美 …… 35 

 

「Clinical pharmacokinetics of oxaliplatin in a hemodialysis patient with advanced gastric cancer」 

長崎医療センター 丸田 基史 …… 38

  

「開胸術後疼痛症候群とがん性胸膜炎の合併による神経障害性疼痛に対してタベンタドールが効果を示した1症例」                          

長崎川棚医療センター  糸永 昇平 …… 41

  

「薬剤性血小板減少性紫斑病の原因特定に医薬品リスク管理計画書と市販直後調査が有用であった１症例」 

鹿児島医療センター 杉尾由希子 …… 49

  



「Oxaliplatin過敏症の早期発見と初期対応の検討」      鹿児島医療センター 谷口 潤 …… 56

  

「去勢抵抗性前立腺がんドセタキセル療法におけるペグフィルグラスチム一次予防投与の有用性」  

「Influence of Proton Pump Inhibitors and H2-Receptor Antagonists on the Efficacy and Safety of  

Dasatinib in Chronic Myeloid Leukemia Patients」      九州医療センター 髙武 嘉道 …… 61 

  

 

【令和元年度薬研会会長賞受賞演題】 

《業務取り組み》 

「病棟薬剤業務と連動した医薬品副作用被害救済制度の申請支援体制」 

熊本医療センター 中川 義浩 …… 65 

 

 

 

【研究会及び研修会等報告】 

 令和元年度地区研究会プログラム                          …… 69 

 令和元年度スキルアップ研修会報告 九州地区国立病院薬剤師会 学術研修部 小園 亜希   …… 74 
 

 

【霞ヶ関だより 改：NHO本部出向編】           国立病院機構本部治験研究部  谷口 実由須  …… 78 

 

【新就職者紹介】                                          …… 81 
 

【九州地区国立病院薬剤師会 役員名簿】                       …… 85 
 

【退官挨拶】  

草葉 一友 ……  86 

「国立病院、国立病院機構で勤務して思うこと」                  北島 久義 …… 87 

 

 

【編集後記】                                     九州地区国立病院薬剤師会 広報部 鈴田浩孝 ……88 

 



人物本位の時代を薬剤師として生き抜くために 

 

鹿児島医療センター 尾之江 剛樹 

 

本年７月の豪雨災害で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も

早い復興を祈念いたします。また、医療支援として派遣された諸先生方に感謝申し上げます。

その業務は多岐にわたり、大変なものだったと拝察いたします。 

 さて、現在直面している危機への対応も重要ですが、今後対峙する可能性のある危機につ

いても浅薄ながら思いを馳せてみました。 

これまで 2025 年問題が声高に言われ診療報酬も改訂されてきました。しかし、それ以降

もさらに人口割合は高齢に傾き、2040 年には 0～14 歳：10.8％、15～64 歳：53.9％、65歳

以上：35.30％と推移し、2065 年には総人口が 9000 万人前後となるというデータもありま

す。これは 1955 年の総人口と同程度であり、少数の生産人口で多数の高齢者を支えていく

時代となります。また公立病院の慢性的な赤字体質などを踏まえ 2019 年には我々の所属す

る国立病院機構を含む 424 施設の公的病院の再編統合が議論され 2025 年を見据えた対応方

針の決定を求められています。 

 人口減少に伴い先細りする税収で年々増加する医療費をどのようにして賄うのかが問題

となっており、それをできるだけソフトランディングさせる方法の一つが前述した診療報

酬改定・医療機関の再編統廃合であるということが共通認識だと考えます。 

そこで、今後の医療保険、診療施設などの先行きを念頭に入れ、これからの薬剤師として

あるべき姿勢について私見を述べてみます。 

 薬剤師として最適な薬物療法へ参画し、達成するために各種認定の取得を目指すことも

必要です。また、昨今謳われているフォーミュラリーに象徴される費用対効果の高い医療の

提供やチーム医療の一員としての役割を果たす上で様々な職種と協働するために、コミュ

ニケーション能力や交渉力も重要です。つまり、今後は個の薬剤師の能力・資質がより重視

されるのだと思います。 

 医療施設の再編統合が行われれば、現在の国立病院機構の地区ブロック構成も変わるか

もしれません。明日、他のグループの主任、副薬剤部科長、薬剤部科長として異動する、あ

るいは他のグループの人材を薬剤部科長、副薬剤部科長として戴き毅然と働く自身の姿を

あり得る事として想像できますか？ 

 使い古された言葉ですが、今後の医療情勢の変化に対応できる人材こそ生き残ると考え

ているのは私だけではないでしょう。そのためには個々の薬剤師が自分の特長を理解し伸

展させることが必要だと思います。 

 先生方の理想とする薬剤師像、目指したい人物像はどのようなものか、今一度自身に問い

かけながら、研鑽する時が来ているのではないでしょうか。 



新しい日常、変化できる底力 
 
九州地区国立病院薬剤師会 会長 橋本 雅司 

 
令和 2 年 7 月 11、12 日に予定されていた、第 44 回九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総

会は新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の拡大防止の観点によりやむなく中止となり

ました。また地区研究会、スキルアップ研修会等もあわせて COVID-19 の影響を踏まえて中止す

ることとしました。総会におきましては、メール開催となり 7 月 30 日に無事に終了することがで

きました。改めて関係者各位にお礼申し上げます。 
 
令和 2 年 7 月の熊本豪雨災害で被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。九州グルー

プからの DMAT 派遣要請に対応して頂いたり、初動医療班などの派遣にも尽力いただき誠にあり

がとうございます。全国からも多くの医療活動や医療支援などに携わっていただき大変感謝申し

上げます。 
 
全世界的に猛威を振るっている COVID-19 により、非常事態宣言が発令されたり生活環境の変

化を余儀なくされました。 
「三つの密」（①換気の悪い密閉空間である、②多くの人が密集している、③互いに手を伸ばし

たら届く距離での会話や発声が行われる）の回避や「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手

洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続など、感染拡大を予防する「新し

い生活様式」を社会経済全体に定着させていく必要があります。あわせて、今後、国内で感染者

数が急増した場合に備え、重症者等への対応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整える

よう準備することも必要となります。 
「今まで」に固執せず、柔軟な対応こそが COVID-19 の拡大防止に繋がると考えております。

「これから」をどう変化させ with コロナ時代を乗り切るのか、働き方の常識が非常識に変わる場

合もあるでしょう。「新しい生活様式」で言われている対策をどう守っていくのか、1 人 1 人が真

剣に考えていく必要があります。1 人だけが実行してもダメです、スタッフ全員が同じ行動を行

うことでウイルスと戦えると思います。誰かが行動を面倒臭いと怠れば仲間を危険に曝す事にも

なり感染を防止できません。医療従事者としての底力を、「これから」どうあるべきかをみんなで

議論し考え COVID-19 に打ち勝つべく最良の対策を継続していきましょう。 
 
令和 2 年度診療報酬改定が 4 月に行われました。薬剤師に関わる業務に新設や見直しが数多く

あります、お薬手帳の活用や保険薬局との連携など病院の中だけでは解決できないこともありま

す。それぞれの施設の事情等をよく吟味し、最良の選択を模索していくしかありません。こちら

もCOVID-19の影響により今までに経験したことのない状況が続いておりオンライン診療なども

その 1 つでしょう。「今まで」ではなく「これから」どうするのか、病院薬剤師として何ができる

のか何をするべきなのか共に考え実行していきましょう。 
このピンチをチャンスに変えて、病院薬剤師の底力を発揮しましょう。 



薬剤師確保に向けて 

 

九州グループ 薬事専門職 山脇一浩 

 

令和２年９月１日付けで薬事専門職を拝命しました福岡病院の山脇です。微力ではござ

いますが、魅力ある職場環境を整備し薬剤師確保に努めるとともに、質の高い薬剤師を育て

るための教育研修に努めていきたいと考えておりますので、ご協力の程どうぞよろしくお

願いいたします。 

さて、現在の薬剤師の配置の状況ですが、定数 354 名に対し欠員 21 名となっています。

8 月 6 日に令和 3 年度薬剤師採用統一選考試験を行いましたが、受験者数が 18 名と非常に

厳しい状況でした。これから九州グループで薬剤師の追加募集を行うと同時に、欠員がある

施設においては施設単位で薬剤師募集を行っていただくよう依頼したところです。 

毎年約 1 万人が薬剤師国家試験に合格し新しい薬剤師が誕生していますが、その多くは

大手チェーンの保険薬局に就職しているという話を聞きます。大手チェーンの保険薬局は、

給与面はもとより派遣薬剤師として病院勤務できる「産休・育休代替 薬剤師派遣サービス」

といった新たな事業を展開するなど薬剤師を確保するための様々な対策を講じています。 

国立病院機構において優秀な薬剤師を継続して確保していくためには、新たな対策を検

討していく必要があると考えています。国立病院機構が平成 30年に取りまとめた「薬剤師

育成体制ワーキンググループ活動報告書―優秀な薬剤師確保の体制構築―」に国立病院機

構で実務実習を受けた薬学生と現職 1 年目の薬剤師を対象に行ったアンケート結果があり

ますが、就職の選考に際し一番重視する事項として最も回答が多かったのは「病院や職員の

方の雰囲気」で、次いで「教育体制」「将来のキャリアアップイメージ」でした。また別の

設問では、国立病院機構に対する良いイメージとして 5割以上が「教育体制」「専門・認定

等の資格取得」を挙げ、6割以上が国立病院機構を就職先の候補として挙げていることから

も、国立病院機構で実務実習を受けた薬学生等は少なからず国立病院機構に興味を持って

いることが伺えます。国立病院機構の魅力をより多くの薬学生にＰＲする手段が今後の課

題だと感じました。一方で、職場の雰囲気作りは、皆さまの協力なくしては出来ませんので、

挨拶や日ごろの声掛けなど出来ることから皆さまと一緒に取り組んでいけたらと思ってい

ます。 

話は変わりますが、病院薬剤師を主人公としたアンサング・シンデレラが放送されていま

す。多くの方がこのドラマを見られていると思いますが、みなさんはどのように感じていま

すでしょうか。賛否あると思いますが、私個人としては現実と離れていると思いつつ、患者

に寄り添い患者から信頼される主人公の葵みどりに憧れを抱いています。このドラマを見

た若い世代の子達が将来病院薬剤師を目指してくれることを期待したいと思います。 

最後に、COVID-19 の流行で私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。終息の目途

が立っていない今、新型コロナウイルスと向き合い、新しい生活スタイルを構築していかな



ければなりません。これは病院薬剤師にとっても同じことだと思いますので、九州地区国立

病院薬剤師会会員の皆さまと変化に対応しながらこの局面を乗り越えていきたいと思って

います。 

 



明日への処方箋 

薬研会会長  村上 克幸 

 

立秋を過ぎても猛暑が続いていますが、先生方におかれましては益々ご健勝のことと存

じます。新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、日々医療の最前線で患者さんの治療に

尽力されている皆様に、心から敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。また、

残念ながら感染によりお亡くなりになった方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、

罹患された全ての患者さんに対し１日も早いご回復をお祈り申し上げます。 

さて、7 月 24 日。本来ならば青空にブルーインパルスが飛行し、5 色のカラースモーク

でオリンピックシンボルを描き、ファンファーレと歓声の中で聖火が点火され、一気に感

動のピークになっているはずでした (この記憶がある人はもうすっかり少なくなっている

とは思いますが)。残念ではありますが「東京 2020」は、2021 年へと持ち越されることに

なりました。今夏を目指してきたアスリートらは「前向きにやるしかない」と次を見据え

思いを強めています。一方で、現状では開催の見込みは大変厳しいのではと落胆の声も聞

こえてきます。 

博多でも「どんたく」、「山笠」そして「放生会」の三大祭りがすべて中止。静かな街並

みです。にぎやかなのは蝉時雨くらいです。個人的にも OB会、同窓会をはじめすべての集

まりは中止、月一回の楽しみの「九州市民大学講座」も来年 2 月まで中止の知らせです。

こんなに長い間、家族以外の人と会話しないまま過ごすことは本当にはじめてです。毎朝、

今日は何日、何曜日と確認して自律神経の切り替えを行いますが、予定が無いのはとても

辛いことです。 

シニア生活を健康に元気に過ごす秘訣は、「きょういく」、「きょうよう」そして「ちょき

ん」だそうです。といっても、「教育」、「教養」そして「貯金」とは違い、 『今日、行く

ところ』、 『今日、する用事』 そして 『筋力の維持』 のことだとか。上手いことを言い

ますね。ですが、今日行くところも、今日の用事もないです。これでは筋力も維持できま

せん。ステイホームの時間の過ごし方として、オンライン飲み会やユーチューブで体操な

どさまざまの方法がテレビ番組で紹介されています。また、日頃ゆっくり読めなかった本

を開かれる方も多いと聞きますが、残念ながら、いまだ実行できていません。 

唯一楽しんでいるのが、連ドラ史上初となる、病院薬剤師を主人公にした「アンサング* シ

ンデレラ 病院薬剤師の処方箋」を見て、すべては患者さんの “当たり前の毎日” を取り

戻すために奮闘する病院薬剤師たちに感動している次第です。これから先も、ウィズコロ

ナの新しい生活様式が求められています。しかし、どうすれば危機的状況から抜け出し、

失われた日常を取り戻せるのかを考える必要があります。日本の場合は外出自粛やイベン

トの開催制限など、強制力をもたない要請が緊急事態宣言のベースとなっています。それ

だけに、宣言（処方箋）の「効能・効果」をどこまで高められるかは一人ひとりの行動に

かかっています。世界が国境という垣根を越えて平和で明るく、そしてコロナに負けない



不屈な想いがオリンピック開催へつながることを祈念します。 

* 縁の下の力持ち（＝アンサングヒーロー）とかいう意味 

令和 2年 8月 15 日 75 回終戦記念日 記 



九州医療センターにおける新型コロナウイルス感染症への対応 
 

九州医療センター 薬剤部 福石 和久 
 
2019 年末、中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎が多発し、WHO に報告されました。そ

の後、中国の研究者により、本感染症の病原体が新型のコロナウイルスであることが報告さ

れ、武漢市だけにとどまらず、全世界に拡大していきました。 
日本においては、今年 1 月 16 日、神奈川県で日本初の新型コロナウイルス（coronavirus 

disease 2019：COVID-19）感染症患者が発生しました。以来、都市部を中心に感染が拡大

していき、福岡県でいつ発生するのか不安の中、九州医療センターでは、1 月 21 日に第一

回目の院内新型コロナ対策会議が開催されました。国内において、明確なガイドラインがな

い状況の中で、治療方法をはじめ、器材の取り扱いや消毒方法など、どのような対策をとる

べきかを各職種で議論しました。その結果、1 月 21 日から 2 月 7 日までに、外来 17 項目・

入院 27 項目もの対応マニュアル及び感染防護具マニュアルが作成され、その後、関連部署

での周知・教育がなされました。 
2 月 14 日には、横浜港に停泊していたクルーズ船ダイアモンドプリンセス号への派遣依

頼があり、船内で調剤や薬の相談等を行うため、薬剤師 1 名が 2 月 18 日に派遣されること

になりました。船内では、乗客からの医薬品依頼書に基づき、調剤業務を行いましたが、記

載内容や言語が多彩で苦労があったようです。その他、船内で行った対応ですが、「かゆみ

どめ」としか書かれていない医薬品依頼書に対して、船内電話を用いて乗客の患部の症状を

聴取し、それをもとに薬剤師同士でディスカッションを行い薬剤の検討を行ったようです。

また、解熱剤をリクエストしてくる人に対しては、COVID-19 感染が疑われるためメディ

カルチームに報告し連携を図って活動していたようです。クルーズ船で活動された先生方

については、大変ご苦労をされたかと思います。 
その翌日の 2 月 19 日、ついに九州で初、福岡市において第一例目の感染が確認され、当

院に入院となりました。さらに、翌日の第二例目も入院となり、病院内に緊張が走りました。

実際に患者を受け入れてから、第一波が落ち着くまで連日会議が行われました。その中では、

事例の共有や問題を解決するために議論が行われ、新たなマニュアルの作成や見直しが繰

り返されました。当院は、中等症から重症の COVID-19 感染症患者が入院してきます。薬

剤部においては、速やかに治療が開始できるよう、医師と協力しヒドロキシクロロキンや漢

方薬などの、適応外使用に関する資料の準備や参考文献および同意書等の手配を行い、高難

度・新規医療技術等審査委員会に諮りました。その後もファビピラビル、トシリズマブやレ

ムデシビルなどを各委員会に諮り、各医薬品の手配および管理を行っています。また、病院

全体のマニュアルをもとに、体調不良時における出勤の判断や病棟業務、麻薬の取り扱い、

治験体制などの対応について、薬剤師が統一した行動が行えるように薬剤部および臨床試

験支援センター版の COVID-19 対策フローを作成しました。 



次に、COVID-19 感染症専用病棟の業務についてご紹介いたします。当初は、感染症病床

にて対応をしておりましたが、COVID-19 感染患者の増加に伴い、4 月 6 日より 1 つの病

棟を COVID-19 感染症患者専用病棟にして運用しています。病棟内は COVID-19 陽性者エ

リアと疑い症例エリアにわかれており、COVID-19 陽性者エリアの病室に入る際は、PPE
を装着し入室することになっています。薬剤師の業務になりますが、PPE の備蓄に限りが

ありますので、患者の病室に入室しないかたちで、電子カルテの情報をもとに、医師や看護

師と連携して業務を行っています。例えば、持参薬鑑別ですが、医師または看護師が持参薬

に関するデータ（お薬手帳、薬袋、分包された薬や PTP など）の画像を電子カルテに取り

込みます。病棟担当薬剤師はそのデータをみて持参薬鑑別を行い、代替薬の提案を行ってい

ます。また、適応外使用および特例承認下で医薬品を使用するため、新たな情報を入手した

際は、速やかに医師に伝達しています。病棟活動の事例になりますが、ファビピラビルが開

始になった患者に対しては、血液検査に尿酸の項目の有無を確認し、尿酸値が上昇した場合

は併用薬の提案を行ったりしています。また、ファビピラビルと併用注意であるテオフィリ

ンを服用していた患者に対しては、医師に情報提供を行いテオフィリンが一旦中止となっ

た事例もありました。麻薬を使用される患者もいますが、麻薬の残液が発生した場合には、

麻薬管理者が病棟へ行きその場で残液を確認した後、病棟で流水廃棄を行っています。 
その他、業務を行う上で工夫していることについてですが、昼食時間は限られた空間での

食事となりますので 3 密対策として 3 つの時間帯に分散して換気を行いながら休憩をとっ

ています。また、リフレッシュ休暇以外に、体調管理のために年休取得の推進（1 人あたり

5 日間の指定年休を導入）も行っています。最近では、各薬剤師が効率よく業務を行い、早

く帰るように努力しています。その結果、時間外勤務も減少傾向となってきています。 
既にご存じかと思いますが、8 月 29 日にクラスターが発生しました。薬剤師においては、

幸いにも就業制限になるものはおりませんでした。現在、クラスター対策のため、連日会議

が開催され、情報の共有および院内体制についての議論が行われています。 
いつ終息するかわからない COVID-19 感染症ですが、一日でも早く終息に向かうよう願

うばかりです。簡単ではありますが、当院の対応について記載させていただきました。各施

設の参考になれば幸いです。 



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者への薬剤師の対応について 

 

国立病院機構 東佐賀病院 薬剤部 鶴﨑泰史 

 

（はじめに） 

執筆している現在も COVID-19 への対応は、未だ継続中であるが、2019 年末に中国で

COVID-19 のクラスターに関する報道が始まった時は、このような状況になるとは予想も出

来なかった。2020 年 2月に横浜に停泊していたダイアモンドプリンセス号での感染拡大に

際して、国立病院機構本部より薬剤師派遣の要請があり、当時在籍していた国立病院機構

熊本医療センターより 1名の薬剤師を船内及び船外薬局からの薬剤供給等の業務遂行のた

め派遣した。その後、3月末から 4月初旬にかけ、日本全体での感染拡大が広がり、

COVID-19 への対処療法としてアビガン錠等が適応外使用として使用されるようになり、薬

の専門家である薬剤師は、これらの薬剤について倫理委員会での審議申請、院内で薬剤の

供給が出来るような体制を構築してきた。同時に消毒薬等が全体的に不足してきたことか

ら、それらの確保調整を行うと同時に都道府県より感染症指定医療機関等に配布されるマ

スク、ガウン等の医療用具の使用調整、厚生労働省からの通知で使用できるようになった

高濃度エタノールを 83％程度まで薄めての使用など、医療機関の感染対策部門、事務と連

携して継続的に患者へ対応出来る体制を構築している。 

このような未曾有の感染症への対応状況についてまとめておくことは、今後同様な状況

が降りかかってきた際に対応を検討する材料として重要であることから以下の項目につい

て報告する。 

（１）COVID-19 に対する薬剤（アビガン等）の準備について（倫理委員会対応含む） 

（２）入院患者への東佐賀病院薬剤部の対応について 

（３）外来患者への東佐賀病院薬剤部の対応について 

 

１．COVID-19 に対する薬剤（アビガン等）の準備について（倫理委員会対応含む） 

当院は、佐賀県東部の感染症指定病院であり、COVID-19 感染患者が搬入され、医師が治

療を開始し、患者の状況を勘案して医師から連絡があり薬剤投与の段階となる。そのためい

つでも薬剤が使用できる準備を行った。 

（１）アビガンの使用について 

事前情報として下記内容を MRより聴取  

※本原稿については電話番号等については省略する 

①富士フィルム製品問い合わせ（専用のダイアル番号あり） 

②厚生労働省新型コロナウィルス対策推進室（専用のダイアル番号、メールアドレスあり）

にアビガン錠の使用希望の連絡をする。 

③連絡が取れた後に藤田医科大学もしくは国立国際医療研究センターCOVID レジストリ研



究事務局のいずれかにメールで連絡すると、COVID-19 患者登録による観察研究への登録

を条件に富士フィルム MRからアビガン錠が医療機関に届けられる。 

東佐賀病院では、4月始めから本格的に COVID-19 患者への対応が開始され、4月 4日（土）

にアビガン等の医薬品使用の要請が医師からあり、対応を開始した。 

① ②に電話したところつながらず、③にて藤田医科大学及び国立国際医療研究センター

（NGCM） 

へメールをした。 

そこで、藤田医科大学より、厚労省医政局研究開発振興課○室長（担当者）へ連絡あり 

○室長より連絡あり下記メール 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

国立病院機構 東佐賀病院  

薬剤部 鶴﨑泰史 先生  

  

おつかれさまです。 

藤田医科大学研究事務局から連絡を受けてメールしています。 

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アビガン（ファビピラビル）の使用を

考慮したい。」と伺いました。 

まず、今後薬剤の納入を希望する場合に備え、私から先に富士フィルムの担当者につないで、

先生にコンタクトさせますので、ご承知おきください。その際、投与を希望する患者さんが

おられる場合は、必要数量（投与予定患者数）を併せて教えてください。 

今回アビガン投与を希望する施設には、次のことをお願いしております。 

  

1. 病院／先生のご判断でアビガンを Compassionate Use として使用していただけます。 

 使用に先立ち、薬剤を適応外で使用することを院内で必要な手続きを行った上で、患者さ

んへの同意の取得もお願いします。患者さんの容態が急変し増悪したり、今投与しないと増

悪確実なケースの場合に、先生のご判断で投与可能ですが、感染症学会の考え方（治療指針）

をご参照の上ご判断をお願いいたします（特に、3ページ＜ファビピラビル＞の項をみてく

ださい）。 

  

治療指針に従えば、以下の症例が対象の目安になります。一方、妊娠可能な女性、妊娠させ

る可能性のある男性への投与は慎重な検討も必要です。 

1） 概ね 50 歳以上の患者で、低酸素血症を呈し酸素投与が必要となった例 

2） 糖尿病・心血管疾患・慢性肺疾患、喫煙による慢性閉塞性肺疾患、免疫抑制状態等のあ

る患者で低酸素血症を呈し酸素投与が必要となった例 

3） 年齢にかかわらず、酸素投与と対症療法だけでは呼吸不全が悪化傾向にある例 



なお、未確認のソースから当方に、別の施設で納入されたアビガンが比較的軽症の患者さん

にも投薬されているのではないかという指摘もありますので、ご注意をお願いいたします。 

  

2. アビガンの投与に至った症例については、NCGM が実施しているレジストリ研究（後ろ向

きの観察研究）及び藤田医科大学が実施している抗ウイルス薬観察研究への協力をお願い

しております。NCGM が実施しているレジストリ研究は詳報性を目的とします。アビガンを

投与された患者さんの治療が完了し、計画書に定める全てのデータが揃いましたら CRF の

提出をお願いいたします。このレジストリ研究については、必要に応じて、施設内での倫理

審査が必要となります。詳しくは【連絡先：registry.covid@hosp.ncgm.go.jp  “COVID-

19 レジストリ“】までお問い合わせください。藤田医科大学の抗ウイルス薬観察研究は、

COVID-19 に対してアビガンを含む抗ウイルス薬（抗ウイルス効果が示されている薬剤を含

む）が投与された患者を対象とした研究になります。こちらは速報性を目的としますので、

アビガンを投与された患者さんの治療の目途がつきましたら、速報として必要な項目に限

定した、要約的な CRF の提出をお願いいたします。この観察研究については、情報提供施設

としての協力をお願いしており、施設ごとの倫理審査は不要としております。情報提供に関

する手続きは必要となりますので、【連絡先：favi@fujita-hu.ac.jp  “COVID-19 抗ウイ

ルス薬観察研究“】までお問い合わせください。 

 このように、順序としてはまず、治療の目途がついたら favi@fujita-hu.ac.jp に速報

CRF をご登録いただき、次に治療が完了したら registry.covid@hosp.ncgm.go.jp  に詳

報 CRF をご登録いただきます。どちらの登録情報も国が進める治療薬の開発に必要ですの

で、お手数にはなりますが、ご協力を改めてお願いいたします。 

  

3．また、無症状又は軽症の SARS-CoV-2 感染者を対象に、アビガンがウイルスの陰性化を早

めるか・増悪を抑制するかを確認する、非盲検ランダム化試験（特定臨床研究）が開始され

ています。本研究は、投与時期をずらした実薬投与 2 群で評価する臨床研究で、

Compassionate Use の対象とはならない例（無症状又は軽症例）が組入れの対象になります。

無症状又は軽症の SARS-CoV-2 感染者に対してアビガンによる治療を考慮する場合、この特

定臨床研究への参加をご検討ください。詳細は、藤田医科大学・感染症科・土井洋平教授（特

定臨床研究を実施する代表施設の担当者）の研究班（連絡先：covid-19@fujita-hu.ac.jp）

から先生にご連絡がありますので、ご回答に協力をお願いいたします。 

  

４．アビガンの納入はいわゆる just-in-time に近い形を原則としております。しかし、こ

れまで、その時点で必要量を越える納入希望を出されていると思われるケースも別の施設

で散見されます。そのような場合、適正量の供給の観点から、ご希望に添えないこともあり

えます。納入希望数量については、富士フィルムの担当者に連絡の際よく御相談いただきま

すようお願いいたします。 



以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

以上のメールを踏まえ、まとめると 

アビガン投与の二つの臨床的状況は以下 

Ⅰ.Compassionate Use（感染症学会の考え方（治療指針）参照）  

Ⅱ.無症状または軽症例（Compassionate Use の対象とならない）への投与  

アビガン投与には、以下の（１）、（２）が必要とされている。 

（１）「薬剤を適応外で使用することの院内での必要な手続き」  

 「患者さんへの同意の取得」  

（２）臨床研究への協力  

 ①Compassionate Use（救済使用、人道的使用）の場合  

 「ＮＣＧＭのレジストリ研究」及び「藤田医科大学の抗ウイルス薬観察研究」 

ＮＣＧＭのレジストリ研究：後ろ向き観察研究アビガンを投与された患者さんの治療が

完了し、計画書に定めるデータが揃った後に症例報告書を提出 

藤田医科大学の抗ウイルス薬観察研究：速報性を目的 要約的な症例報告書の提出 

 （２）無症状または軽症例（Compassionate Use の対象とならない）への投与の場合  

 「SARS-CoV2 感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果の検討を目的としたファ

ビピラビルの多施設非盲検ランダム化臨床試験」  

 

・「ＮＣＧＭのレジストリ研究」  

→regstry.covid@hosp.ncgm.go.jp "COVID-19 レジストリ"  

→施設内での倫理審査が必要  

・「藤田医科大学の抗ウイルス薬観察研究」  

→favi@fujita-hu.ac.jp "COVID-19 抗ウイルス薬観察研究"  

→施設ごとの倫理審査は不要 （藤田医科大学で中央倫理審査委員会で審議、協力者として

参加） 

・「SARS-CoV2 感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果の検討を目的としたファ

ビピラビルの多施設非盲検ランダム化臨床試験」  

→covid-19@fujita-hu.ac.jp  

→倫理審査の必要性？ 

 

そこで、実施計画書等を倫理委員会での審議が必要な国立国際医療研究センターの事務局

よりメールにて以下のような連絡があった。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

COVID-19 レジストリ研究事務局 ○○と申します。 

 

アビガン投与については、各御施設にて投与のご判断（適応外薬剤に関する委員会、医療倫



理審査委員会等ご施設での規定の委員会等）をいただいた上で、アビガン納入をご希望の場

合には厚生労働省の担当者から企業に連絡する手順となっています。 

先程、厚労省から連絡があったようなので、併せてご覧ください。 

 

アビガン投与等の診療については下記リンク先の感染症学会からの考え方をご参照の上ご

判断をお願いいたします。 

http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_antiviral_drug_

200227.pdf  

★なお、アビガンを投与された施設におかれましては、以下の研究参加のお願いもしてい

ます。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

本研究は、COVID-19 患者のうち、入院した症例を悉皆的に登録するレジストリ研究（後ろ

向きの観察研究）です。 

COVID-19 患者が入院したすべての医療機関に対し、レジストリへのデータ提出をお願いし

ております。 

後ろ向きでの報告のため、研究参加は急ぎではありませんので、順次研究倫理審査の手続き

を進めていただければと思います。 

詳細については以下 URL をご覧ください。 

http://www.ncgm.go.jp/covid19/20200317112410.html 

本レジストリ研究へのご参加に係る手続きについてご案内いたします。 

研究参加には倫理審査手続きが必要です。手続きの詳細については、添付の「倫理審査フロ

ー図」を参照して、ご自身の施設に適当な手続きを選択してください。 

 

＜添付資料＞ 

倫理審査フロー図 

1-1_COVID レジストリ研究計画書（プロトコル） 

1-2_研究計画書別紙（研究組織） 

2_研究情報公開文書_COVID レジストリ 

3_NCGM における審査結果通知書（審査結果通知書） 

4_研究倫理審査依頼書 

5_研究実施機関要件確認書 

 

なお、レジストリへのデータ提出については、該当する患者さんが退院された後で結構です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

アビガン投与の判断に関して施設にて実施する旨の連絡を厚生労働省にてとりまとめて、

アビガンを配布する富士フィルム富山化学に東佐賀病院へ連絡をするように指示があった

ようで、4月 6日に担当者より今後の手順について電話連絡があった。 

アビガンを施設で使用するに際して、施設側に求められることは以下の 3点 

１） 適応外使用を行うにあたっての倫理委員会開催 

２） 1）を開催し、実施した上での結果通知書発出 

３） 登録終了及び登録した旨を確認できたあと、投薬する予定患者の同意書を取得 

 



そこで、東佐賀病院で倫理委員会審査を行うにあたり、概要をまとめると 

 

１．適応外使用を行うにあたっての倫理委員会開催 

「藤田医科大学の抗ウイルス薬観察研究」   

施設ごとに研究計画書に関しての倫理審査は不要ではあるが、適応外使用でアビガンを

用いることに対しての倫理委員会での審査は必要である。 

「ＮＣＧＭのレジストリ研究」  

施設内での倫理審査が必要であり、具体的には試験に登録する上で、実施計画書等含め実

施することでの倫理委員会での審査が必要である。その際、藤田医科大学へ施設登録、研

究責任医師、分担医師等の登録は不要。併せて、国立国際医療研究センターへの施設登録、

研究責任医師、分担医師等の登録については、研究責任者の所在を明らかにしておけば問

題なしとされている。 

１にて事務部管理課を事務局として倫理委員会を急遽開催し、承認した旨の審査結果

通知書を発出し、藤田医科大学及び国際医療センターの臨床研究事務局に登録した。 

（１）薬剤（アビガン、オルベスコ、プラケニル、ナファモスタット）の適応外使用に

ついての審査 

（２）アビガン：国立国際医療センターが実施しているレジストリ研究実施に関する審

査 

オルベスコ：東京大学医学部附属病院が中核施設として実施している RACCO 試験に

関する審査 

（１）については観察研究であることから臨床研究法の適応外になる。故に実施するに

は、適応外使用の審査、HP でのオプトアウトにより外部へのデータの提供も OKにする

といった手続きが必要となる。東佐賀病院の HPには倫理委員会の内容を掲載した。ま

た外部へのデータ提供についても病院内で院長から了解した旨の決裁をとり、藤田医

科大学のデータバンクに登録した。 

登録終了及び登録した旨を確認できたあと、入院患者でアビガンを投薬する予定患者

の同意書を担当医師が取得した。 

上記事項が終了した後 

アビガン専用ダイヤル 03-55○○-5○○4 へ投薬患者数について連絡を入れた 

ダイヤル可能時間 平日：7：30-21：00、土曜：9：00-17：00 

その他の時間についてはメールアドレスへ メール：fftc-avigan@fujifilm.com 

 

・アビガン錠の搬入方法及び当院での管理方法について 

福岡営業所から MRにより搬送されるとのこと（九州は、福岡営業所一括搬入となってい

た） 

15：00 すぎまでに連絡すれば、その日のうちに東佐賀病院へ搬入可能 



搬入を希望する際には、発注フォーマットが用意されており、メールで送信した上で富士フ

ィルム富山化学から搬入される。上述したように福岡営業所から担当が車で持ってくる。 

薬剤部では個人別にて薬剤の出入りがわかる管理票を作成した。（一応富士フィルム富山

化学も例として管理表を持っている）。当院では、アビガン等 COVID-19 治療薬剤において

は、マスタを作成の際に診療科及び患者限定で使用できるようにした。並びにオーダー時の

薬剤検索はりんしょうで出てくるようにした。追加発注も、フォーマットを指定されたメー

ルアドレスへ送信する事となっている。 （メールアドレスは省略する） 

【発注メールフォーマット】 

件名：追加発注国立病院機構 東佐賀病院 

１．必要症例数：5症例分  

（症例数により、納入数を設定させていただきます。） 

 ※これまでの残薬がある場合は、残薬の使用もお願い致します。 

２．現在の使用症例数：3症例（これまでの使用累積症例数） 

※必ず、記載をお願い致します。 

３．お届け先： 薬剤部 

４．お届け日時などの希望：4月○日（金） PM （日・祝除く） 

５．お届け前の連絡の必要性：（納入時間連絡など） 

  納入時間を教えていただけるとありがたいです。 

６．連絡先（下記、メール署名と同じ場合は記載不要です） 

ご施設名 ： 

ご所属  ： 

ご担当者名： 

お電話番号： 

※ご希望に添えない場合等にはご相談のお電話をすることがございます。 

オルベスコ：適応外使用が認められたあとは 

（１） 藤田医科大学が行っている観察研究 

（２） RACCO 試験（東京大学医学部附属病院が中核施設として実施している試験） 

の２つから薬剤を手に入れることができる。 

藤田医科大学：AMED 研究になっており、卸は各地のアルフレッサのみが対応 

藤田医科大学にデータ提供に関する院長からの了承する旨の資料をデータバンク（上記登

録の URL）に登録すると卸への依頼文書が送られてくる。 

          御中 

  （注文先 FAX：         又は E-mail             ） 

 



Ⅱ.無症状または軽症例（Compassionate Use の対象とならない）への投与の場合  

今回この方法については対応しなかったため割愛。 

 

研究用医薬品購入希望書 

 シクレソニドの観察研究実施のため、以下のとおり、研究用医薬品の購入を希望しま

す。 

１． 医療機関名、住所 

医療機関名：国立病院機構 東佐賀病院 

  住所：〒849 -0101 佐賀県三養基郡みやき町原古賀 7324             

２． 研究参加医師（氏名、所属、肩書、連絡先） 

氏名（フリガナ）：     （       ）                             

所属：呼吸器内科（例：呼吸器内科） 

肩書：呼吸器科医長 (例：准教授、医局長) 

連絡先：TEL 0942-94-2048  

            E-mail ◯0704@me.com 

３． 注文日及び注文本数 

注文日：    年   月   日 

オルベスコ 200μgインヘラー56 吸入用（専用アダプター付き）1本入：   本 

  統一商品コード：294-22921-7  

４． 院内での指定納品場所、担当者名、連絡先 

希望納入日：    年   月   日 

納品場所：薬剤部（例：薬剤部、部屋番号など） 

  担当者名（フリガナ）：鶴﨑 泰史（ツルサキ ヤスフミ）  

  担当者連絡先 TEL 0942-94-2048 （PHS763） 

５．その他連絡事項（自由記述）  

事務局 学校法人 藤田学園 藤田医科大学 

 

PMS 担当部署から、アビガン投与患者の副作用に関する調査が定期的に来るので、医師と調

整しながら回答書を作成し、送付 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

施設：国立病院機構 ◯病院 



（１）医療機関において、これまでにアビガン錠を投薬された患者の症例数 

【症例数】 

・投与終了 1名（転院のため） 

・投与中  1 名 

【現時点における転帰】 

・感染症からの回復・軽快 1名  

・未回復   0 名 

・死亡    0 名 

・不明（転院等）  1 名（佐賀県医療センター◯館へ転院） 

（２）副作用が発現した患者様の状況について 

現在、アビガン錠で治療実施症例において目立った副作用発現なし 

２．ご協力いただける場合、投薬後の感染症症状についてご教示いただきたい項目（例） 

転院した症例(◯歳女性)については、4月 8日夕より 1800mg×2回内服、4月 9日夕より

800mg×2 回内服するも呼吸状態が悪化し、4 月 10 日に佐賀県医療センター◯館に転院。

転院後気管内挿管され、現在も人工呼吸器管理中(詳細は不明)。 

(当院で治療中の症例) 

・性別：男性 年齢： ◯歳 

・投薬状況： 4 月○日夕～ 1800mg x 2 回、 4 月○日夕～継続中 800mg x 2 回 

・投薬後の感染症症状の経過：（回復・軽快） 

   4 月□日午後から解熱、4月△日から下痢も消失。呼吸状態悪化なし。 

 

２．入院患者への東佐賀病院薬剤部の対応について 

以下に示すような対応を東佐賀病院薬剤部として行うこととした。対応内容については、

病院幹部からの要望事項および感染対策のチームと連動して決定している。 

患者対応 

当院ではCOVID-19感染患者（疑い例を含む）は、県立好生館病院への転送（重症例）、

1病棟：陰圧病棟（軽症～中等症例）、1病棟一般病棟（疑い例）に分けて入院をしてお

り、1病棟一般病棟で薬剤師が必要な患者対応を行っている。 

重症の基準：酸素５L以上（常時）必要とする患者、近いうちに挿管し人工呼吸器管理が

必要であると考えられる患者。 

現状では、COVID-19感染患者への積極的な服薬指導については行っていないが、4/22の

話し合いにより、服薬指導が必要な場合、持参薬鑑別での薬剤確認等においてPPE着用の

上、実施することとした。併せて医師、看護師を通じてのCOVID-19感染患者が使用してい

る薬剤（例えばアビガンなど）についての情報提供、検査値異常などの副作用モニタリン

グ等（オーダーリングシステムで行える範囲）については病棟薬剤業務の範囲内で実施。 

（各病棟における活動時の留意事項） 



PPE(Personal Protective Equipment)個人防護具 

・PPE着脱エリアにPPE（N95マスク、シールド付きマスク、帽子（必要な人だけ）、ガウ

ン、手袋）が配置してあり、病棟で活動する場合は必要に応じて使用。 

・COVID-19感染患者の部屋に入る際は、PPEを装着し入室。退室の際は部屋に設置された

廃棄BOXへPPEを廃棄して退室。（1病棟に備え付け） 

・薬剤師はブルーのビニールガウンを装着（PPEが不足する可能性もあるので、入室のタ

イミングを考え使用） 

医薬品管理 

・COVID-19感染患者の部屋に持ち込んだ医薬品が中止となった場合は返納処理をせず、患

者の部屋で廃棄を行っている（注射薬はナースステーションで調製してから患者の部屋に

入室するので、廃棄医薬品はほとんどない状況）。 

治療用のアビガンについては、薬剤部では鍵のついた金庫に管理、病棟では金庫管理として、

服薬時に 1 回分のみ患者のところに持っていく運用とした。処方日数に対しての制限は最

大 10日分。また、オーダーする際のマスターは、患者限定及び診療科限定として医師が誰

でもオーダーできないようにしている。日数は MAX9 日分。 

通常は 1日分の 3600mg2X と 4 日分の 1600ｍｇ2Xでオーダーされる。（この 4日分のところ

が MAX9 日に設定） 

調剤時の管理方法 

コロナの治療薬（オルベスコ、プラケニル、アビガン）の 3薬剤については、治験に準じた

形で、薬剤の払い出し、残薬管理ができる管理票を用いて対応。 

返納について 

ナースステーションで中止となった医薬品のみ薬剤部へ返納。 

・内服薬は病棟看護師が管理して服用時に配薬等を行っている。 

 （服用したPTPシートの殻も別途廃棄（確認）） 

・麻薬の施用が中止になった場合の残薬は、麻薬管理者の立ち合いと確認のもと、病室で

廃棄を行っています。 

持参薬鑑別 

・持参薬鑑別は通常の入院患者と同様に実施。 

・COVID-19感染患者の持参薬は、ナースステーションに持ち込まず、患者の部屋にて1病

棟担当薬剤師が持参薬鑑別を行う運用としている。 

・担当薬剤師はPPEを装着し、感染対策に注意を払いながら入室して聞き取りを行う。 

・持参薬鑑別の電子カルテへの登録は、担当看護師と確認しながら実施。 

持参薬はウイルス汚染の観点より病棟看護師による管理が困難なため、原則は使用せず、

当院の処方薬へ変更を推奨。 

・院内で処方ができない特殊な薬剤（外国籍患者の海外の医薬品など）を持ってきた場合

は、持参薬を使用することとしている。内服確認は口頭で確認。 



服薬指導 

・現在、PPEを装着して服薬指導は行うこととした。薬歴確認により指導が必要と思われ

る場合は主治医に確認して指導を行う予定。 

・（必要となった場合）COVID-19感染患者の部屋に入る際は、PPEを装着し入室します。

退室の際は部屋に設置された廃棄BOXへPPEを廃棄して退室。 

 

３．外来患者への東佐賀病院薬剤部の対応について 

発熱外来をはじめ、外来患者への対応について以下に示す。 

東佐賀病院では、発熱外来を受診した患者に対して院内及び院外処方を担当医から発行

される。 

そこで、発熱外来受診の患者へ院内処方が処方された場合には、毎日順番で当番の薬剤師を

決めておき、その当番薬剤師は PPE 装着（製剤室にて着脱）し、所定の場所（玄関前に県が

設置したプレハブ小屋のお薬説明窓口を設置）にて患者もしくは付添の方へ薬情を持って

説明をおこなった。説明後は、製剤室にて PPE を脱いで、手をアルコール消毒した上で、薬

剤部へ戻る。ガウンは原則、繰り返し使用することとし、アルコール噴霧することとした。

お薬説明窓口はカウンター形式にて透明ビニール製の仕切りにて仕切られており、空いて

いる下から薬剤と薬情を渡す運用としている。 

 その他、従来の外来患者の通り道と別にするために、使用していなかった病棟を改築し、

発熱外来専用の場所を作ったことから、その場所まで発熱患者を誘導する役割をメディカ

ルスタッフ、事務職員で当番制を決めて、対応を行っている。 

そのほか、院外処方が、調剤薬局に発行される際には、院内でとりまとめて医師が処方箋

に Fに○を記して発行することとして、鳥栖・三養基地区薬剤師会へ連絡をして、薬剤師会

が保険薬局へ周知の通知を発行する事で、対応を行っている。併せて、佐賀県薬剤師会会長

にも連絡を行い、県全体への周知も薬剤師会から行って頂いた。別途厚生労働省から指示の

あった遠隔診療等についても対応を行っている。遠隔診療の実績については経営企画室担

当者より、県及び国立病院機構本部へ連絡する事となっている。 

 

 

令和 2年 4月 13 日 

鳥栖三養基薬剤師会 

保険薬局 各位 

鳥栖三養基薬剤師会 

会長 坂上光広 

 

東佐賀病院における発熱外来院外処方箋について（通知） 

 

１、発熱外来を受診された患者さんの処方箋に○Ｆの文字が書いてあります。 

２、新型コロナ感染症の疑いのある患者の中で、 



  ①疑いが濃い場合は、入院加療もしくは院内処方で対応する。 

  ②疑いがあるが、確定できない（PCR 検査中や医師判断で早急な入院加療は必要ないな

ど）場合は自宅待機でそのまま帰宅してもらう。 

 

※○Ｆの処方箋を持参した方は、比較的新型コロナ感染の可能性は少なく、経過観察と考えら

れている患者さんですが、感染予防には十分な対応、配慮をお願いします。 

 

※できるだけ車の中で待機していただくよう、薬局窓口での注意喚起をお願いします。 

 

 

 

（最後に） 

 東佐賀病院における COVID-19 の対応について記載させて頂きました。“はじめに“におき

ましても書きましたが、未曾有の感染症に関する対応の履歴を残しておくことは、今後、同

様な災害があった時の対応において先手先手を打ちながら、次の対応を検討できることに

つながると思います。 

 早期に現在の COVID-19 の感染が沈静化すること及び今現在行っている我々の対応がいち

早く終結することを切に祈ります。 

 



ダイヤモンドプリンセス号活動報告 
 
別府医療センター薬剤部 井上大奨 
 
【はじめに】 

SARS-CoV-2 による新型コロナウイルス感染症(以下、

COVID-19)が世界中に広がりをみせていた 2020 年 2 月

初旬、国内においてもクルーズ船ダイヤモンドプリンセ

ス号(以下、DP 号)にて感染者が判明し集団感染が発生し

た。このため日本政府は横浜港に DP 号を停泊させ、乗

客乗員を下船させず隔離した。しかしながら船内には感

染者や既往症があり治療が必要な乗客も残されたままで

あり、薬剤の不足が問題となっていた。これに対し厚生労

働省は薬剤師の派遣要請をし、船内および船外において

薬剤の調達、供給等の業務を指示した。この薬剤師派遣は

国立病院機構にも要請があり、九州ブロックからは九州

医療センターより 1 名、熊本医療センターより 1 名の薬

剤師が派遣された。今回、2 月 18 日から 19 日にかけて、

DP 号船内において支援業務を行ったので報告する。 
 
【事前準備】 
 派遣要請は 2 月 17 日にあり、早急に持参する物品の準備に取り掛かった。しかしながら船内の

活動状況に対する事前に得られた情報が少なく、さまざまな情報が錯綜している状況であった。

また、この時点では COVID-19 自体に対する情報も乏しく必要な物品の絞り込みにとても難渋す

る状況であった。このためサージカルマスクやガウン、ゴーグルといった標準予防策に準じた物

品、N95 マスク、アルコール消毒液などある程度の状況でも対応できる物品を準備した。これら

に加え、通信環境を整えるためにパソコン、モバイルルーターも持参した。薬剤についてはすで

に手配が済んでおり持ち込みの必要はないとの情報であったため、今回は持参することはなかっ

た。 
 
【DP 号の状況】 
 私たちが活動した薬剤集積所および薬剤の払い出しに関する取り決めは以下の通りであった。 

 船内と船外（横浜港の施設内）にそれぞれ薬剤集積所を設置。 
 船内の薬剤集積所（以下、船内薬局）は乗客および感染者の立ち入りが禁止されているクリ

ーンエリアに設置。このエリアには他に厚生労働省、DMAT の指揮所、食堂が入っている。 
 船内薬局の人員は国立病院機構より 3 名、JCHO より 2 名、NC より１名、日本赤十字より

１名、DMAT2 名、自衛隊 2 名、厚労省 3 名（すべて薬剤師）の 14 名。 
 活動中の装備としてはサージカルマスクのみ。アルコール消毒薬は船内の至る所に設置され

ており一操作後に行う。 
 薬剤の払い出しは急を要するものが船内薬局、時間的に猶予のあるものは船外で準備を行う。 
 薬剤は厚生労働省が一括して納品しており、多くの疾患に対応できる品目数が配置してある。 
 薬剤以外にもオムツや入れ歯洗浄剤などの取り扱いもあり、衛生用品で対応できるものは対

応する。 
 
【薬剤の払い出し方法】 

 薬剤の希望を書くリクエストフォーム（図）という用紙があるため、これに乗客が記入する。

記入後に乗員が回収し船内薬局へ受け渡す。薬局ではこの用紙を基に薬剤を準備し払い出す。

一部のハイリスク薬（インスリン等）については医療班の受診後払い出す。 
 薬剤の払い出しはダブルチェックとし集薬するものと監査をするものは別のものが行う。 

横浜港に停泊中の DP 号 



 
 
 
【活動内容】 
 主な活動内容は以下の通りである。 
 
（集薬） 
 基本的には乗客が希望する薬剤を乗客自らが記載したリクエストフォームに基づいて薬剤を集

薬し払い出しを行うため、医師の診察や処方を介さず薬剤の払い出すことがほとんどであった。

このため記載内容の不備への対応が必要であった。また、乗客に海外の方も多いため英語などで

書かれた薬剤の検索が必要であった。実際に対応した内容の一部を以下に記す。 
 複数規格がある薬剤について電話にて内容を確認。 
 リクエストフォームにかゆみ止めとしか書かれておらず、電話で本人に状態を確認し塗布薬

を選択。 
 海外のみで承認されている薬剤の代替薬を検討。 
 日本で承認されていない投与量が海外で承認されているが確認。 
 自己注射製剤の使用説明文書を英訳し交付。 
 解熱剤を希望されている乗客へ医療班への受診を推奨。 

 
 
（監査） 
 監査では取りそろえた薬剤が正しいか、代替薬の選択は問題がないか等の確認をした。また、

代替薬となった場合は、代替薬、用量用法を記載した薬剤リストを作成しお渡しした。 
 
 

図．リクエストフォーム（イメージ） 

リクエストフォームには乗客の氏名、生年月日、住所、薬剤名、用量、用法、希望する日数を記

載する項目がある 



（棚卸） 
今後、船内活動を終了し船外のみでの活動に移行

する予定であったため、棚卸を行い使用数、必要な

薬剤の把握を目的に棚卸を行った。 
 
 
（乗客からの電話対応） 
 乗客からの薬剤に対する質問に対し対応を行っ

た。電話は外国の方からが多く、内容が不明な場合

はクルーに取り次いでもらい返答した。 
 
 
（環境整備） 
 空き時間を利用しテーブル、座席等の拭き上げを行った。 
 
 
【派遣活動を通して】 
 今回の活動において、初めに感じたことは事前準備の難しさであった。派遣の決定から出発ま

での時間が短かったため得られる情報も少なく、その情報も二転三転している状況であった。ま

た COVID-19 に関する情報も当時は少なく、さまざまな想定から物品を選択し持参する必要があ

った。幸いにも不足した物品はなかったが、持参した多くの物品を実際に使用せず、事前準備の

難しさを感じることとなった。これらは災害対応と類似する部分も多く、日頃から今回のような

事態を想定し準備物品や薬剤を選定しておく必要があると考える。 
 今回の DP 号には 56 カ国、3700 人の乗員乗客が乗船していた。このため、要望のあった薬剤

の中には日本にはないもの、用量用法が日本での適応ではないものもあり、これらの薬剤につい

て対応に苦慮する場面も少なくなかった。これに対しモバイルルーターを使用しインターネット

接続が可能な状態であったため、より多くの情報を得ることができた。また違う立場でさまざま

な経験を積んだ薬剤師が集結していたため、共に協力し問題に取り組むことができたことがよい

点であった。 
 船内での感染対策については、今回の活動場所がクリーンエリアであったため、サージカルマ

スクと手指のアルコール消毒にて活動を行った。同時期に乗船した感染症の専門家が船内での感

染対策についての不備を指摘し問題となっていたが、後に国立感染症研究所からの報告では共用

部分からの SARS-CoV-2 の検出はみられていない。しかしながら、船内は窓を開くことができな

い場所であり、院内薬局のスペースにも制限があったため、密集また密接にかかわる場面もあり、

より厳重に感染対策に配慮する必要はあったのかもしれない。 
 今回の DP 号における対応はこれまで誰もが想定していなかった状況であった。今回の経験は

今後の感染症対策または災害対策を考える上でもとても有用であり貴重な経験であったと考える。 
 最後に派遣にあたって熊本医療センター薬剤部の方々には業務の調整や代行、派遣終了後は感

染リスクが否定できない状況において共に業務を行っていただきました。この場を借りて感謝の

意を表します。 

船内での監査の様子 



九州地区国立病院薬剤師会研究助成について 

 

                     総務部 

福石 和久（九州医療センター） 

 

１．令和 2年度採択結果 

令和 2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」 

 

  ⑥ 令和元年度 助成課題 



    申請課題なし 

 

２．令和３年度公募スケジュール 

 令和３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２年１２月 公募開始 

令和３年 ２月 申請〆切 

令和３年 ３月 学術研修部に評価依頼 

 



臨床下におけるダプトマイシンの薬物動態・薬力学 (PK/PD) 
 

別府医療センター薬剤部 塚田 寛子 

 

DAP の AUC0–24/MIC は最も重要な薬力学（PD）パラメータであることが知られている。さらに、

Safdar らは、DAP の AUC0–24/MIC がブドウ球菌に対する重要な PK-PD パラメータであることを

発見し、1 log10 CFUを死滅させために AUC0–24/MIC≧666 が必要であることを示唆した[1]。しか

し，DAPはクレアチンキナーゼの増加という重大な有害事象が報告されており，横紋筋融解症な

どの骨格筋毒性に進展する可能性がある。AUC0–24/MIC およびトラフ濃度（Conc_trough）は臨床不

全と骨格筋毒性に関連している。体重の重い患者への高用量投与は、AUC0–24/MIC を達成するた

めに使用されているが、毒性の確率を高める。Falconeらは、Conc_trough >24.3μg/mL が高い確率で

毒性と関連していることを示した[2]。毒性を回避しつつ効果的な治療を実施するために DAP の

TDM が望まれるが、DAPの血中濃度を測定できる機器を保有している医療施設は少なく、適切な

用量設定が困難な状況である。したがって、用量調整のためには、PK-PD モデルから導き出され

る可能性のある PK-PDが重要となる。この用量調整は、効果的な臨床的・微生物学的反応を最大

にし、曝露関連毒性の可能性を最小化するために必要である。本研究では、感染症治療のために

DAP を投与された患者において、目標となる AUC0–24/MIC≧666 の達成率と、この比率に影響を

与える要因について検討した。 

 

患者背景 

対象は、グラム陽性菌感染症の治療のために DAPを投与された 9例（男性 19例、女性 20例）で

あった。2017年 1月から 2018年 12月までの間に、富山大学医学部附属病院で敗血症性ショック

（n=13、33.3％）、SSTI（n=10、25.6％）、心内膜炎（n=7、17.9％）、骨・関節感染症（n=4、10.3％）、

尿路感染症（n=3、7.7％）および消化管感染症（n=2、5.1％）の治療のために、全例が DAP を点

滴静脈内投与を受けていた。年齢分布に従って、敗血症性ショックと皮膚・軟部組織感染症が高

齢者に多くみられた。また、感染症の症状として体温（BT）の上昇が認められた。 

 

推定 PKおよび DAPトラフ濃度 

DAP の個々の PKパラメータおよび Conc_troughをベイズ法により推定した（Table 1）。推定中央値

は V1が 4.97 L（IQR：4.62–5.29 L）、V2 が 3.87 L（IQR：3.25–5.06 L）、CL_DAP が 0.54 L/hr（IQR：

0.45–0.73 L/hr）、Qが 1.77 L/hr（IQR：1.54–2.49 L/hr）であり、それぞれの推定中央値は、V1が 4.97 

L（IQR：4.62–5.29 L）、V2が 3.87 L（IQR：3.25–5.06 L）であった。 73 L/hr）及び 1.77 L/hr（IQR：

1.54–2.49 L/hr）、AUC及び Conc_trough はそれぞれ 592.80（IQR：494.05–658.85）及び 7.67 μg/mL

（IQR：5.44–9.30 μg/mL）であった。 

 

Table 1. Pharmacokinetic parameters of DAP estimated by the Bayesian method 

Parameter Median IQR 

V1 (L) 4.97 4.62 – 5.29 

V2 (L)  3.87 3.25 – 5.06 

CL_DAP (L/hr) 0.54 0.45 – 0.73 

Q (L/hr) 1.77 1.54 – 2.49 

AUC (μg·h /L) 592.80 494.05 – 658.85 

Conc_trough  (µg/mL) 7.67 5.44 – 9.30 

IQR, interquartile range; V1, volume of distribution in the central compartment; V2, volume of distribution of the second 
compartment; CL_DAP, Clearance; Q, intercompartmental clearance; AUC, area under the concentration-time curve; Conc_trough , 
trough concentration. The trough concentration was estimated using Bayesian estimation PK parameters 

 

Group_not achieveと Group_achieveの患者特性 

AUC0–24/MIC≧666 に達成した群 (Group_achieve) および未達成群 (Group_not achieve) それぞれの群間



で、患者の特徴と臨床データを比較した（Table 2）。これらの群間で患者の特徴と臨床データを比

較した（表 4）。Conc_troughを除いて両群間の患者特性に有意差は認められなかった。生化学的検査

では、Group_achieveの BUNの中央値は 22.0 mg/dL（IQR：16.0 mg/dL）であり、Group_not achieveの 13.0 

mg/dL（IQR：8.0–17.0 mg/dL）と比較して有意に高い値であった。また、Group_achievの SCrの中央

値は、1.08 mg/dL（IQR：0.71–1.25 mg/dL）であり、Group_not achieveの 0.6 mg（IQR：0.6e0.7 mg/dL）

と比較して有意に高い値であった。SCr を用いた Cockcroft-Gault 式を用いて推定した CLCr につ

いても、両群間で有意差は認められなかった。 

 

4-6mg/kg 及び 6mg/kg 以上の用量で目標 AUC/MIC を達成 

目標 AUC0–24/MIC≧666の達成度を、DAPを 4～6mg/kg投与した群（Group_4～6mg/kg）と 6mg/kg 投

与した群（Group_>6mg/kg）で比較した結果、Group_4-6mg/kgでは 6例（35.3%）、および Group_>6mg/kgで

は 4例（18.2%）が達成していたが、両群間に有意な差は認められなかった（p=0.2819）。 

 

Table 2. Comparison of laboratory test values between patients who did and did not achieve 

the target AUC0–24/MIC≧666 

Characteristic Group_not achieve  Group_achieve p value 

Median IQR  Median IQR  

Sex (males / females) (16/13)   (3/6)  0.4470ns a 
Age (years) 71 59-80  67 64-72 0.3999ns b 
Body weight (kg) 50.6 42.0-62.0  45.6 42.6-59.2 0.7184ns b 
Body temperature (°C) 37.3 36.8-38.0  36.9 36.6-37.0 0.0792ns b 
Dose/kg (mg) 6.39 5.73-7.40  5.92 5.90-6.33 0.4776ns b 
Conc_trough (µg/mL) 7.11 4.69-8.31  11.94 11.31-12.74 <0.0001* 

PK parameter       

AUC (μg·h /L) 555.7 453.4-603.2  837.2 781.2-921.1 <0.0001* 
CL_DAP (L/hr) 0.59 0.53-0.80  0.38 0.30-0.45 <0.0001* 
V1 (L) 4.83 4.45-5.31  5.06 4.99-5.19 0.187ns b 
V2 (L)  3.89 3.27-5.14  3.87 3.28-4.58 0.837ns b 
Q (L/hr) 1.77 1.55-2.49  1.83 1.51-2.40 0.736ns b 

Biochemical examination 

ALB (g/dL) 2.5 2.3-3.0  2.7 2.5-2.8 0.3339ns b 
CPK (IU/L) 34 24-60  28 26-51.5 1.0000ns b 
BUN (mg/dL) 13.0 8.0-17.0  22.0 16.0-33.0 0.0461* b 
SCr (mg/dL) 0.6 0.6-0.70  1.08 0.71-1.25 0.0142* b 
CLCr (mL/min) 60.96 45.51-98.88  46.97 33.94-55.73 0.0861ns b 

IQR, interquartile range; AUC, area under the concentration-time curve; CL_DAP, clearance; V1, volume of distribution in the 
central compartment; V2, volume of distribution of the second compartment; Q, intercompartmental clearance; Alb, albumin; 
CPK, creatine phosphokinase; BUN, urea nitrogen; SCr, serum creatinine; CLCr, creatinine clearance estimated by the 
Cockcroft-Gault equation. aFisher exact test; bMann-Whitney U test; nsNot significant. *Differences were assessed at a 
significance level of p < 0.05.  

 

重回帰分析による AUC に影響を与える要因の調査 

性別、年齢、体重、体温、体重当たりの投与量 (mg/kg)、ALB、BUN、SCr、CLCr、および敗血症

の有無に基づいて、AUC0–24/MIC≧666 の達成の有無を予測するために重回帰分析を行った。SCr

と CLCr 間には相関が認められ（p＜0.0274）、多共線性の問題を避けるためにに SCr のみを含め

た。AICによる後方ステップワイズ分析では、最終モデルには目標 AUCの達成に独立して関連す

る変数が含まれていた。SCr（β=0.5815、95％CI 0.087-0.6295）、p=0.0136）であった。このパラメ

ータは目標 AUC 達成度の分散の 13％を説明した（調整後 R2 = 0.131、F(1, 37)= 6.712、p=0.014）。

参加者の予測 AUCは-0.206 + 0.582（SCr）に等しく、SCrは血清クレアチニン（mg/dL）であり、

AUC は SCrに正比例して増加し、SCrが AUC の有意な予測因子であることが示された。 



 

DAP のクリアランスと目標 AUC/MIC 達成の ROC 分析 

目標 AUC0-24/MIC の達成度を予測するための CL_DAP の ROC 曲線を図 1 に示す．CL_DAP の最

適カットオフ値 0.450は、感度 93.1％、特異度 90.0％、ROC曲線下面積 0.964（95％CI：0.914-1.0、

p＜0.001）、正の予測値 96.4％、負の予測値 81.8％で、AUC0-24/MIC＜666 を予測した。 

 

結論として、高用量 DAPによる治療でも目標 AUC0-24/MICを達成できない可能性が伺われた。ま

た、ROC分析の結果、CL_DAP＞0.450 L/h では目標 AUC0-24/MIC に到達できない可能性が示唆され

た。したがって、多くの医療機関では Conc_DAP の測定が困難であるため、投与量にかかわらず、

感染症治療の失敗を防ぐためにも、DAP の有効性を注意深くモニターする必要がある。DAPのク

リアランスを高める要因を明らかにし、適切な用量調整を可能にするためには、さらなる研究が

必要である。 
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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構築 
 

別府医療センター薬剤部 入江 健司 
 

集計作業を正確に効率良く行う目的で，電子カルテ上の共有フォルダーと Excel® 2013（以下，

エクセル）の Visual Basic for Applications (以下，VBA) を用い，手術で使用した注射薬の GS-1コ

ードをバーコードリーダー (以下、BR) で読み取らせ共有フォルダーに保存する読み取りソフト

と，保存データを集計させる集計ソフトから成る集計システム（以下，本システム）の構築を行

った。また，注射セットの過不足請求についても対策を図ったので併せて報告する。 

 

ソフトの作成 

読み取りソフトをエクセルの VBAで作成した（図 1）。読み取りソフトは，BR で読み取った

GS-1 コードと，医薬品マスター（以下、マスター）を照合することで注射伝票を作成し，3枚の

注射伝票（薬剤部提出用，医事課算定用および手術室控え用）が印刷される（図 1）。読み取り

ソフトを終了すると，電子カルテに注射伝票のデータ（以下，注射データ）が保存され，共有フ

ォルダーにも個人毎の注射データが保存される（図 1）。なお，共有フォルダー内に保存される

注射データのファイル名は，同一患者であっても注射データが区別できるように「入力年月日時

分秒+患者名」となるように設定した。薬剤部提出用の注射伝票は，棚番を第一優先で並び替

え，医薬品名および数量を印刷するようにした。また，医事課算定用の注射伝票は，医薬品それ

ぞれの算定コードが印刷されるように設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医薬品マスター 

医薬品名や規格などと，GS-1コードに連結したマスターが必要である。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。マスターに登録されてい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，「★★★未登録★★★ [GS-1コード] 」と GS-1コードを

注射伝票に印刷するように設定した。 

 

 

 

 



チェック票の発行 

実際は使用した注射薬であっても，読み取りミスなどが原因で過不足請求が発生する。そのため，

注射伝票と使用した注射薬の突合は必要不可欠である。しかし，注射伝票には注射薬品名や規格

および本数など，多くの情報が文字ベースで列記されているため，突合すべき注射薬以外の情報

に注意が向き作業を煩雑としていた。本システムでは，使用した注射薬の画像が注射セットの配

置場所に印刷されたチェック票が発行される（図 2）。 

 

 

 

 

 

このチェック票を使用することで，視覚的に突合すべき注射薬にフォーカスを当てることが可能

となり，突合に要する時間の短縮や正確性の向上に寄与できると考えられた。また，チェック票

の印刷前と比較して，チェック票の印刷後では過不足請求件数は有意に低下していた（表 1）。従

って，実際に使用された注射薬の画像を印刷したチェック票は，過不足請求の防止対策の一つと

して有効であり，作業時間の短縮や正確性の向上に寄与できると考えられた。 

 

表 1 チェック票の印刷前後における過不足請求件数の比較結果 

 過不足請求件数 通常請求の件数 p値 

チェック票印刷前 22 1,098 
p = 0.038 

チェック票印刷後 2 405 

チェック票印刷前：H30 年 3 月～5 月までの 3 ヶ月間 (n=1,120)，チェック票印刷後：H30 年 6 月～7 月ま

での 2 ヶ月間 (n=407)，フィッシャーの正確確率検定を使用し，危険率が 5%未満の場合を有意と判定。 

 

手術室で看護師が注射伝票の記載（入力）に要する時間は，本システムの構築前後において有意

な差は認められなかった（図 3）。本システム構築前では，看護師があらかじめ注射薬名が印刷さ

れた手書きの注射伝票に使用数量を記載するだけであり，BRで GS-1コードを読み取る時間との

間に差が認められなかったと考えられる。また，薬剤部では，本システム構築後の集計に要した

時間は 2.6 ± 0.5分であり，本システム構築前の 15.3 ± 3.8分と比較して，有意に集計時間の短縮が

認められた（図 3）。また，本システムでは，注射伝票を印刷するとともに，共有フォルダーの中

にも注射データを保存するように設定した。そのため，どの電子カルテ端末からでも集計ソフト

図 2. 注射セットと使用済み注射薬のチェック票 

チェック票は，読み取られた GS-1 コードに該当する注射薬の画像が，注射セットの配置場所に印刷

される。このチェック票は，手術室で読み取りソフトを終了すると注射伝票と同時に印刷される。 



を使用することができ，集計作業の利便性を図ることができたと考える（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

電子カルテの共有フォルダーとエクセルを用いて構築した本システムは，集計作業に係る時間を

短縮し，過不足請求防止対策の向上を図ることができたと考えられた。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システム

の構築が可能と考える。 
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菌血症患者を対象とした抗菌薬適正使用支援チーム介入の評価 

 

別府医療センター薬剤部 小田原 真希 

 

血液培養（以下、血培）陽性の患者を対象とし、AST介入前後における広域抗菌薬の使用状況と

アウトカムを指標として、当院における薬剤師主導の AST 活動の評価を行った。 

 

対象 

AST 介入前の平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日の 1年（以下、AST 介入前）及び、AST

介入後の平成 30年 4月 1日～平成 31 年 3月 31日（以下、AST 介入後）の間、血培陽性と判定さ

れた患者を対象とし、広域抗菌薬の使用状況とアウトカムの比較検討を行った。本報告では、

TAZ/PIPC および、カルバペネム系抗菌薬 IP/CS、PAPM/BP、MEPMおよび DRPM）を広域抗菌薬

と定義した。 

 

患者背景 

患者の背景血培陽性と判定され、抗菌薬が使用された 260名を対象とした。内訳は、AST介入前

の期間中に血培陽性であった 124名及び、AST 介入後の期間中に血培陽性であった 136名、合計

260 名を対象とした。年齢の中央値（IQR）は、AST 介入前で 74歳（67.0–83.0歳）、介入後では

76 歳（70.0–83.0歳）であった。性別は AST介入前は、男性が 75名で女性が 49名、介入後では、

男性が 67名で女性が 69名であった。AST の介入前後の SequentialOrganFailureAssessment（SOFA）

スコアの中央値はいずれも 3点であった。AST の介入前後において肝胆膵感染が最も多く診断さ

れ、AST の介入前で 38名、介入後では 39名であった。ついで、尿路感染症と診断された患者は、

介入前で 34名、介入後では 33名、骨軟部組織感染症と診断された患者は、介入前で 15名、介入

後では 18名であった。これら肝胆膵感染症、尿路感染症及び骨軟部組織感染症で、ASTの介入前

で 70。1％及び介入後で 66。2％と半数以上の割合を占めていた。ASTの介入前後において患者背

景に有意な差は認められなかった。 

 

28日以内の死亡率と抗菌薬による治療期間の比較 

菌血症患者のアウトカムとして AST 介入前後における、治療開始から 28 日以内の死亡率（％）

及び抗菌薬による治療期間（日数）の比較を行った。AST介入前の治療開始から 28日以内の死亡

患者数（％）は 20名（16.1％）で、介入後の死亡患者数は 12名（8.8％）であった。抗菌薬によ

る治療期間の中央値（IQR）は、AST の介入前後において、いずれも 10 日（6–15 日）であった。

また、AST の介入前後において、治療開始から 28日以内の死亡率（％）及び、抗菌薬による治療

期間に有意な差は認められなかった (Table 1)。 

 

Table 1. Outcomes for patients with blood culture-positive infection. 

Category Pre-intervention 
(n=124) 

ASTintervention 
(n=136) 

Pvalue 

28-daymortality, n(%) 20(16.1) 12(8.8) 0.089ns 
Treatmentperiod, days(IQR) 10(6–15) 10(6–15) 0.976ns 

AST:antimicrobial stewardship team, IQR:inter quartile range. nsNot significant at a significance level of p<0.05 
by chi-squared test. 
 

抗菌薬に対する緑膿菌の感受性の比較 



2016 年から 2018 年の抗緑膿菌抗菌薬に対する緑膿菌の感受性の推移を Fig. 1に示す。AST介入

を開始した 2018年の感受性は前年と比較して、全体的に改善傾向が認められ、TAZ/PIPC で感受

性は 79％から 85％への改善が認められた。また、カルバペネム系抗菌薬において、IP/CSが 81％

から 90％へ、MEPMが 83％から 91％と感受性の改善が顕著に認められた。なお、DRPMの薬剤

感受性は、試験に使用した感受性カードに組み込まれていなかったため測定できなかった。 

 

患者の臨床転帰についての比較結果 

AST 介入前後の患者の臨床転帰を Table 2に示す。介入前は軽快が 67名（54％）、死亡が 38名

（30.6％）、治癒が 7名（5.6％）、増悪が 2名（1.6％）、その他が 1名（0.8％）及び不変が 9名（7.3％）

であった。また、介入後は軽快が 78名（57.4％）、死亡が 25名（18.4％）、治癒が 11名（8.1％）、

増悪が 1名（0.7％）、その他が 1名（0.7％）及び不変が 20名（14.7％）であり、AST の介入前後

における患者の臨床転帰に有意な差は認められなかった。 

 

Table 2. Comparison of outcomes before and after AST intervention. 

Outcome Pre-intervention 
n (%) 

ASTintervention 
n (%) 

pvalue 

Resolutionofbacteremia 67(54.0%) 78(57.4%) 

0.092ns 

Mortality 38(30.6%) 25(18.4%) 
Recovery 7(5.6%) 11(8.1%) 

Exacerbation 2(1.6%) 1(0.7%) 
Othersymptoms 1(0.8%) 1(0.7%) 
Unchanged 9(7.3%) 20(14.7%) 

AST:antimicrobial steward ship team. nsNot significant for outcomes before vs. after AST intervention at a 
significance level of p<0.05 by Fisher's exact test. 
 

使用された広域抗菌薬の変化 

AST 介入前後に使用された広域抗菌薬について、①エンピリックに使用された割合、②グラム染

色の結果報告後に使用された割合および、③菌株同定および MICの報告後に使用された割合につ

いて Fig. 2に示す。AST介入前では、エンピリック時に広域抗菌薬が使用された患者は 35人 

(28.2%)、グラム染色の結果報告後に使用された患者は 46人 (37.1%)、および菌株同定および MIC

の報告後に使用された患者は 34人 (27.4%)であり、使用された割合に有意な差は認められなかっ

た。介入後は、エンピリック時に広域抗菌薬が使用された患者は 46人 (33.8%)、グラム染色の結



果報告後に使用された患者は 42人 (30.9%)であった。また，菌株同定および MICの報告後に使用

された患者は 30人 (22.1%)であり、グラム染色の結果報告後に使用された患者より有意に低い割

合であった (p <0.05)。 

 

 

AST 介入の評価は、死亡率を含め、患者の臨床転帰も評価する必要があると考える。しかし、患

者の臨床転帰も含めた報告は見当たらない。今回のわれわれの調査では、治療開始から 28日以内

の死亡率は介入前の 16.1％から、介入後の 8.8％と減少傾向が認められたが、有意な差は認められ

なかった（Table 1）。Abdul-Azizらは、重症菌血症患者に対するβラクタム系抗菌薬の治療におけ

る 30日死亡率は 26–37％と報告しており 1、当院の AST介入後の 28日死亡率はこの範囲以下で

あり、抗菌薬による治療効果が得られていると考えられる。しかし、介入前後における患者の臨

床転帰に差は認められなかった（Table2）。これらのことより、AST介入により抗菌薬の使用量や

使用期間が制限されても、抗菌薬による治療効果が得られていることを示しており、患者の 28日

死亡率や患者の臨床転帰を維持できているとともに、抗菌薬の適正使用が図られていると考えら

れた。 

 

結論として、AST の介入により、血培陽性患者に対する広域抗菌薬の使用比率減少が認められた。

広域抗菌薬のプロセス指標の改善が得られ、患者のアウトカムを維持できることが明らかとなっ

た。さらに、緑膿菌に対する感受性の改善もでき、抗菌薬の適正使用と ASPの推進のために薬剤

師主導の AST 介入は有効であると考える。 
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維持血液透析中の進行性食道がん患者にネダプラチンで化学療法を行った 1症例 
 

別府医療センター薬剤部 松尾 尚美 

 

 

今回、食道扁平上皮がん（esophagealsquamouscellcarcinoma; ESCC）の hemodialysis (HD）患者に

対して、ネダプラチン（cis-diammine-glycolateplatinum; CDGP＋5FU 併用化学療法をし、高分子

膜による CDGP の PK 及び除去率について検討を行ったので報告する。 

 

患者背景 

慢性糸球体腎炎から末期腎不全（end-stagerenaldisease; ESRD）へ進行し、HD を受けていた 77 歳

の女性。食事が喉につかえるとの主訴があり、上部消化管内視鏡が施行され、ESCC の疑いで当

院に紹介された。精査の結果、胸部食道中央部に位置する手術不能な ESCC（cT4N3M1、

cStageIVb）と診断。腹部にリンパ節腫脹が認められた。また、肝機能は正常であり、腹水及び

胸水は認められなかった。入院時の検査所見は：白血球（whitebloodcell; WBC）数 6,400 /mm3、

ヘモグロビン（hemoglobin; HG）9.1 g/dL、アルブミン値（albumin; ALB）2.5 g/dL、血小板数

（platelet; PLT）197×103/mm3、血中尿素窒素（bloodureanitrogen; BUN）20.9 mg/dL、血清クレア

チニン（serumcreatinine; SCr）5.76 mg/dL、carbohydrateantigen19-9 (CA-19-9) 6.9U/mL 及び

carcinoembryonicantigen (CEA) 4.1 ng/mL であった。身体所見は、身長は 150.1 cm、体重は 42.4 

kg、及びパフォーマンスステータス（PS）は 1 であった。 

 

透析の条件 

患者は 4 時間の HD を週 3 回（月曜日、水曜日及び金曜日）受けていた。透析液はキンダリー液

AF-3 号が使用され、ダイアライザーは、合成高分子系のポリスルホン製中空糸型透析器のトレ

ライト NV-15S（東レ・メディカル株式会社）が使用された。また、500 mL/min の灌流流量で

HD は行われ、血流量は 200 mL/min で維持された。 

 
Table 1. Changes in laboratory data for a patient with esophageal squamous cell carcinoma who was treated 
with cis-diammine-glycolateplatinum (nedaplatin) while undergoing hemodialysis. 

Elapseddays* 1 3 7 9 11 13 16 22 38 

WBC (/mm3) 9.41 16.27 7.44 6.55 5.74 4.82 4.67 3.73 16.67 
RBC (×104/μL) 2.76 3.08 2.7 2.76 2.7 2.57 2.88 3.43 3.09 
HGB (g/dL) 7.9 8.8 7.8 7.8 7.7 7.3 8.4 10 8.9 
PLT (×103/mm3) 223 274 187 158 140 120 105 146 182 
Neut (/μL) 7,754 15,457 6,324 5,030 4,259 3,629 3,839 2,589 15,336 

ESCC, esophageal squamous cell carcinoma; HD, hemodialysis; CDGP ,cis-diammine-glycolate platinum; WBC, white 
blood cell; RBC, red blood cell; HGB, hemoglobin; PLT, platelet; Neut, neutrophil. *Elapsed days is shown from 
immediately after administration. 

 
化学療法 

薬物有害反応（adverse drug reaction; ADR）を回避する目的で、CDDP を CDGP へ変更した

CDGP＋5-FU 併用レジメンが適用された。投与量は主治医の判断により 50%減量 CDGP 及び

30%減量 5-FU とされた。第 1 サイクル（1stCycle）の化学療法は HD の前に、CDGP（45mg/m2；

総投与量 60.2 mg）を 2 時間かけて投与された。また、5-FU（560 mg/m2；総投与量 750 mg）は

24 時間かけて持続投与された。悪心及び嘔吐を抑制する目的で 5-HT3受容体拮抗薬の投与が行わ

れた。5-FU が 5 日間連続投与され、1stCycle の化学療法が終了した。1stCycle の 2 日目にグレード

1 の食欲不振（CTCAEVer、5.0 を使用して評価）が認められたが、翌日には改善していた。しか

し、1stCycle の終了 1 ヵ月後、CT による画像診断により奏効率は進行（progressive disease; PD）

と評価された。また、肝臓への転移が認められ化学療法は中止となり、ベストサポーティブケア

による緩和目的で転院となった。 

 



 

採血とプラチナ濃度の測定 

化学療法 1stCycle の 1 日目に、Time_0h（CDGP 投与直前）、Time_2h（CDGP 投与終了直後）、

Time_3h（CDGP 投与終了 1 時間後：HD 開始直前）、Time_7h（HD 終了直後）、Time_9h（HD 終了 2

時間後）、Time_26h（CDGP 投与終了 24 時間後）及び Time_50h（CDGP 投与終了 48 時間後）の 7

点で血漿サンプルを採取した。総 Pt 濃度（Pt_total）及び遊離 Pt 濃度（Pt_free）の測定は株式会社

リンテック（福岡）に依頼し、Merck Centrifugal Filter Units（メルクライフサイエンス）で限外

ろ過され、原子吸光分光光度計 AA240Z（Agilent Technologies、Inc.）により測定された。なお、

プラチナ濃度の検出限界は Pt として 0.1 μg/mLであった。 

 

プラチナ濃度の推移と AUC0-24 

CDGP 投与後の Pt_total 及びPt_freeの濃度推移を Fig. 1 に示す。台形法により計算された AUC0-24 

(area under the blood concentration time curve) は、Pt_total（AUC0–24_total）で 16.5 μg/mL･h、

Pt_free（AUC0–24_free）で 8.8 μg/mL･h であった。また 4 時間の HD による Pt_totalの除去率は 76.5%

で、Pt_freeの除去率は 84.6%であった。また、CDGP 注入終了 24 時間後では Pt_freeは検出されな

かった。 

 

考察 

CDGP 自体の分子量は 303.2 と小さく、Pt_freeの割合は約 50%であると報告されている 1。また、

Iwasaki らは、セルロース膜での CDGP 除去率は Pt_total及び Pt_freeに差は認められず、60.4%であ

ったことを報告している 2。しかし、高分子膜を使用した本症例では 4h の HD により、Pt_totalは

76.5%及び Pt_freeは 84.6%と高い割合で除去されており、高分子膜のダイアライザーによる CDGP

の除去率は高いと考えられた。CBDCA の用量は AUC により決定されるが、CDGP の用量は体

表面積により決定され、推奨される治療用量は 80–100 mg/m2であるとされている。10)また、

CDGP の AUC0-24の患者間変動は大きく、体表面積当たりの投与量（60 mg/m2及び 80 mg/m2）と

AUC0–24は相関しないことが報告されている 3。しかし、CDGP＋CPT-11 の併用化学療法の第 I 相



臨床試験などの先行研究では、AUC0–24_free＝10-12 mg/mL･h が CDGP の最大耐用量

（maximumtolerateddose; MTD）であると報告されている 3, 4。本症例の台形法によって計算され

た AUC0–24_free及び AUC0–24_totalは、8.8 mg/mL･h 及び 16.5 mg/mL･h であった。したがって、50%

減量 CDGP の投与を 4h の HD の前に投与することは、正常な腎機能を有する患者と同様な PK

を得るために有効であると考えられた。 

 

HD 患者に対する化学療法剤の適正使用に関する投与方法は限られており、ADR を回避し効果的

な治療を施行するためには、症例報告は貴重な情報源となる。本報告は高分子膜を用いた HD に

よる、CDGP の 1 つの PK プロファイルを示す。すなわち、高分子膜を用いた HD により、

CDGP は効率的に除去することができ、ESCC 患者で CDGP を用いた化学療法の施行は可能であ

ると考えられた。 
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Case Report

Clinical pharmacokinetics of oxaliplatin in
a hemodialysis patient with advanced
gastric cancer
Motofumi Maruta1, Takanori Miyoshi1, Naomi Matsuo1, Takuya Yamashina1 ,
Kenji Irie1, Minako Tsuruta1, Hiroko Tsukada1, Moeko Tsuruyama2 ,
Masahisa Nagano2, Yoichi Hiraki1

1Department of Pharmacy, National Hospital Organization Beppu Medical Center, Oita, Japan; 2Department
of Pharmacy, National Hospital Organization Kyushu Medical Center, Fukuoka, Japan

We administered FOLFOX (oxaliplatin (L-OHP) plus infusional 5-fluorouracil (5-FU) and leucovorin) to an hemo-
dialysis (HD) patient with advanced gastric cancer (AGC), and investigated pharmacokinetics (PKs) and dialyz-
ability of L-OHP. The patient was a 54-year-old Japanese man with a diagnosis of inoperable AGC. FOLFOX
was instituted 3h prior to the start of a 4 h HD period with the L-OHP and 5-FU doses reduced by 50% for
the first cycle, and 30% reduced dose was administered for the second cycle. We performed an analysis of
the PKs of L-OHP during these two cycles. Volume of distribution and area under the curve of the 30%
reduced L-OHP dose were 56.7 L and 30.0lg�h/mL, respectively. A dose reduction of L-OHP by 30%�50%
may be advisable for the initial administration, given the need for careful administration of chemotherapy in
HD patients, with particular attention to the development of hematological toxicities and neuropathy.

Keywords: 5-fluorouracil, advanced gastric cancer, hemodialysis, oxaliplatin, pharmacokinetics, platinum concentration

Introduction
Cisplatin (CDDP)-based combination chemother-
apy regimens are standard for first-line treatment
of human epidermal growth factor receptor 2
(HER2)-negative advanced gastric cancer
(AGC).1,2 The combination of oral dihydropyrimi-
dine dehydrogenase-inhibitory 5-fluorouracil (S-1)
and CDDP is the standard regimen for inoperable
AGC in Japan.2 S-1þCDDP and S-
1þCDDPþ trastuzumab are recommended for
HER2-negative and HER2-positive AGC, respect-
ively.2,3 However, CDDP chemotherapy is often
limited by its cumulative nephrotoxicity, which is
dose-dependent.4 This treatment poses difficulties
in patients with renal insufficiency and in those
receiving hemodialysis (HD).5

The FOLFOX regimen (oxaliplatin [L-OHP]
plus infusional 5-fluorouracil [5-FU] and leuco-
vorin) is widely used as first-line treatment in
patients with colorectal cancer.6,7 FOLFOX is also
recommended for first-line treatment of HER2-

negative AGC.8 The adverse effects (AEs) of L-
OHP, such as hemotoxicity and neuropathy, are
known, and can be prevented by adjustment of the
dose.9 Previous studies have shown multiple admin-
istrations of L-OHP in renal insufficiency patients
with a creatinine clearance (CLCr) > 20mL/min/
1.73m2 did not increase toxic effects, and that the
extraction ratio of L-OHP by HD is reportedly �
32–80%.10–12 According to these previous studies,
chemotherapy using L-OHP in patients with end-
stage renal disease (ESRD) on HD may be pos-
sible. The appropriate dose of L-OHP in patients
receiving HD is not clear. Therefore, to permit con-
tinuous chemotherapy without AEs in such
patients, determination of the appropriate dose and
timing of HD are important.

Materials and methods
Case presentation
A 54-year-old Japanese man, an HD patient with a
diagnosis of inoperable AGC (cT3N4M1, cStage
IV) located in the cardia with spread to the gastro-
esophageal junction, was administered FOLFOX.
At baseline, the patient had normal hepatic func-
tion and no signs of ascites or pleural effusion. The
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laboratory findings on admission were as follows:
white blood cell count 4250/mm3, hemoglobin
9.2 g/dL, platelet count 153,000/mm3, blood urea
nitrogen 23.4mg/dL, creatinine 3.65mg/dL, CA-19-
9 137.1U/mL and CEA 151.4 ng/mL. On physical
examination, height was 167.0 cm, body weight was
54.9 kg, and performance status (PS) was 1. The
vital signs of the patient were normal.

Hemodialysis
The patient had been receiving 4-h HD sessions for
ESRD for 2months, performed 3 times a week
(Monday, Wednesday, and Friday). An arterioven-
ous fistula located in the left forearm was used for
vascular access. The patient was dialyzed using a
perfusion flow rate of 500mL/min, and the blood
flow rate was maintained at 200mL/min. The
dialysate (Kindaly AF-3VR , Fuso Pharmaceutical
Industries, Osaka, Japan) contained 2 mEq/L of
potassium and 2.5 mEq/L of calcium. The bicar-
bonate content of the dialysate was 25 mEq/L and
the acetic acid content was 8 mEq/L. The dialyzer
had a hydrophilic membrane with a surface area of
1.5m2 (HYDROLINK Toraylight NV-15SVR ,
Toray Industries Inc., Tokyo, Japan).

Chemotherapy
Because the patient had ESRD and progressive
HER2-negative tumors, a CDDP combination regi-
men and molecularly targeted drugs such as trastu-
zumab could not be used. He was administered
FOLFOX 3h prior to the start of a 4 h dialysis
period on day 1 of each 2-week cycle. In the first
cycle we reduced the intravenous doses of L-OHP
and 5-FU (reduced per the request of the patient’s
physician) by 50% (see Supplementary Material).
The reduced dose of L-OHP (42.5mg/m2 for a total
dose of 68.8mg) and the standard dose of l-LV
(200mg/m2; total dose of 323.8mg) were adminis-
tered simultaneously over 120min via the side and
main tubes of a Y-tube, respectively. The reduced
5-FU bolus (200mg/m2; total dose of 323.8mg)
was administered rapidly via the Y-tube, and the
reduced sustained dose (1200mg/m2; total dose of
1942.6mg) was administered via the main tube
over 46 hours. Treatment with a 5-hydroxytrypt-
amine (HT3) receptor antagonist was administered
to control nausea and vomiting. Grade 1 thrombo-
cytopenia (evaluated using the Common
Terminology Criteria for Adverse Events: CTCAE
Ver. 4.0) was the only AEs, observed on Day 14.
Because serious AEs were not observed during the
first cycle of chemotherapy, the second cycle used
intravenous doses of L-OHP and 5-FU reduced by
30%, (see Supplementary Material). During the
second cycle, Grade 2 thrombocytopenia occurred,

leading to a delay in the third cycle. A third cycle
of chemotherapy again using a 30% reduced regi-
men was administered after recovery from the
thrombocytopenia (see Supplementary Material).
Grade 3 thrombocytopenia occurred at 1week after
the beginning of the third cycle. An assessment of
response to reduced-dose FOLFOX was made after
the three cycles using a computed tomography scan
(CT), which showed stable disease (SD). A 50%-
reduced regimen was maintained thereafter for five
additional cycles of chemotherapy with no further
AEs. The patient was discharged from our hospital
until the next scheduled chemotherapy.

Measurement of plasma platinum
concentration
We measured plasma platinum (Pt) concentrations,
both free (Pt_free) and total Pt (Pt_total). To ensure
safe HD during chemotherapy, we analyzed the
pharmacokinetics of L-OHP and examined the
appropriate method for dosing and the timing of
HD sessions. Pt concentrations were determined
using measurements in 5-mL blood samples that
were collected during the first and second cycles of
chemotherapy. The sampling points were 0 h
(immediately after the end of L-OHP infusion), 5 h
(at the end of the subsequent HD session), 7 h (2 h
after the end of the subsequent HD session), 24 h,
and 48 h (immediately before the next HD session)
after the end of L-OHP infusion. The plasma was
immediately separated by centrifugation, and the
ultrafiltrate was obtained using a partition unit
(Amicon Centrifree Micro Partition UnitVR ,
Millipore, County Cork, Ireland) and stored at
�20 �C until analysis. Pt_free and Pt_total were deter-
mined using an atomic absorption spectrophotom-
etry analyzer (AA240ZVR , Agilent Technologies,
Inc., Tokyo, Japan). The detection limit of this sys-
tem was 0.1 lgPt/mL.

Pharmacokinetic analysis
Distribution volume was obtained by dividing the
administered dose by peak blood concentration
(Cmax; immediately after the end of L-OHP infu-
sion). The rate of decrease in plasma Pt concentra-
tion between the beginning and end of HD was
obtained by dividing the difference between the
concentration just after administration and that
just after the end of HD by the length of the HD
(4 hr). The area under the curve (AUC) was calcu-
lated by a trapezoid method. The half-life of the
elimination phase (t1/2) of L-OHP was obtained
with non-compartmental methods using moment
analysis, as developed by Yamaoka et al.13
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Results
Pharmacokinetic analysis
Analysis results for the disposition of Pt_free and
Pt_total are shown in Table 1 and Figure 1.
Immediately after the HD session, the serum Pt_total
decreased slowly. The pharmacokinetic parameters
of the first and second cycles revealed distribution
volumes of 62.6 L and 56.7 L, AUC0-24h of Pt_total of
19.1 lg�h/mL and 30.0 lg�h/mL, respectively. The
rate of decrease in plasma Pt_total between the begin-
ning and end of HD was 36.4% and 35.3%, respect-
ively. An increase in Pt_free was not observed until
the completion of HD, and a slight further increase
was observed subsequently. Twenty-four h after the
bolus administration of L-OHP, Cmax of Pt_free from
the 30% and 50% reduced regimen were both 7.5lg/
mL. Pt_free remained at the same level until 48 hr
after the end of L-OHP infusion. The t1/2 (elimin-
ation phase) of the 50% and 30% reduced regimens
were 82.8 h and 146.4 h, respectively. The slopes of
the Pt_total elimination phases of the first and second
cycles were similar.

Discussion
Extensive PKs analysis is required to understand
the accumulation and elimination of a drug during
HD. This analysis is essential to selecting the most
appropriate way to administer anticancer agents to
HD patients. Because the availability of chemother-
apeutic drugs for patients with HER-2 negative
AGC is limited,14 it is necessary to investigate the
FOLFOX regimen in HER-2 negative
HD patients.6

In this study, we treated a patient with HER-2
negative AGC with a FOLFOX regimen with
reduced doses of L-OHP and 5-FU. Grade 1–3
thrombocytemia was the only AEs. Katsumata and
colleagues reported that when HD was started
30min after L-OHP administration, free Cmax in
the 3-h dialysis period was extremely low, at
0.07 lg/mL.15 Gori and colleagues reported that
with an L-OHP dose reduction of 50% (i.e.,
42.5mg/m2), the free Cmax and AUC0-48 were
0.53 lg/mL and 19.5 lg�h/mL, respectively.16 The
dose of L-OHP was similar to our patient’s first

dose but the surface area of the dialyzer is small,
HD session time was also shorter. In our case, free
Cmax levels immediately after the end of L-OHP
infusions of 42.5mg/m2 and 59.5mg/m2 were under
the detection limit. Although Pt_free is known to
show a bimodal pattern in HD patients,16 we were
not able to confirm this variable, because Pt_free
immediately after the end of HD was below the
limit of detection (� 0.1 lg/mL). The present case
demonstrates that the AUC0-24 and AUC0-48 of
Pt_free in 2nd cycle administration, including L-
OHP at 59.5mg/m2, were extremely low, at
5.25 lg�h/mL and 12.75 lg�h/mL, respectively
(Table 1). These findings suggest that Pt_free is
removed by HD.

The dose-limiting toxicity associated with L-
OHP treatment is peripheral neuropathy 8.
Although L-OHP is eliminated mainly by the kid-
neys, Takimoto et al. recommended no dose
decrease in patients with a CrCl > 20mL.10 Martin
and colleagues reported that no accumulation was
observed in plasma ultrafiltrate after 130mg/m2

every 3weeks or 85mg/m2 every 2weeks.17 Several
studies have reported that unlike other Pt prepara-
tions, clearance of Pt_free has little influence on L-
OHP toxicities such as peripheral neuropathy.5,16

In fact, except for Grade 1–3 thrombocytopenia,
no other hemotoxicity or neuropathy was observed
over six cycles, despite our patient’s CrCl < 20mL.
The total concentration of Pt decreased in a linear
fashion according to first-order kinetics, after
approximately 35% Pt_total was removed
through HD.

The biotransformation products of L-OHP are
dichloro-diaminocyclohexane (DACH) platinum
(II) and other Pt complexes, which are irreversibly
bound to plasma proteins (predominantly serum
albumin) and erythrocytes.18 Although chloride Pt
complexes such as monochloro-, dichloro-, and dia-
quo-DACH Pt complexes possess cytotoxic proper-
ties, the accumulation of Pt in erythrocytes, and its
formation of methionine-, monochlorocreatine- and
glutathione-Pt complexes, is not considered to be
significantly cytotoxic.9 The other complexes with a
long t1/2 elevate the Pt_free slowly, although L-OHP

Table 1 Pharmacokinetic parameters of FOLFOX with both L-OHP and 5-FU reduced by 50% and 30%

Pharmacokinetics parameters

50% reduced L-OHP and 5-FU 30% reduced L-OHP and 5-FU

Pt_total Pt_free Pt_total Pt_free
Vd (L) 62.6 – 56.7 –

AUC0-24 (lg�h/mL) 19.1 4.2 30.0 5.25
AUC0-48 (lg�h/mL) 34.1 11.7 55.0 12.75
Elimination efficiency (%) 36.4 – 35.3 –

t1/2 (Elimination phase) (h) 82.8 – 146.4 –

FOLFOX: oxaliplatin (L-OHP) plus infusional 5-fluorouracil (5-FU) and leucovorin (l-LV), Pt: platinum, Vd: volume of distribution, AUC:
area under the concentration-time curve, t1/2: half life, - : incomputable.
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and dichloro(DACH) Pt complexes in blood are
excreted in urine within approximately 3 h after the
end of infusion in patients with normal renal func-
tion.18,19 Previous research reported that the t1/2 of
L-OHP itself is 14.1minutes, and the t1/2 of the
elimination phase (c) of Pt_free in healthy subjects is
160 hours.9 In fact, Pt_free in our patient increased
slowly after HD, and stayed at the same concentra-
tion until the next HD session, at which t1/2 of the
elimination phase was 146.4 h, and Cmax was
attained 24 h from each administration. These
pharmacokinetic values were similar to those in
healthy subjects and were obtained after using the
30% reduction of the usual doses. The Pt_free
remained stable until the next HD was started, sug-
gesting that Pt_free is released from a non-cytotoxic
Pt compound with a long half life.

In the review of management in patients with
ESRD who are receiving chemotherapy,20 the
removal rate of L-OHP by HD is approximately
80%. However, because the removal rate of L-OHP
varies depending on the conditions of HD and
individual differences (reportedly � 32–80%),10–12

the recommended dose for HD patients was
unclear. Pt is taken up by erythrocytes and released
gradually.17 As a result, the t1/2 is increased and
the risk of accumulation is assumed. Since Pt accu-
mulation may reduce residual renal function
(RRF),17 Pt bound to the erythrocytes should be
considered. RRF is clinically important in that
RRF reflects remaining endocrine functions such
as erythropoietin production,21 and decreased RRF
leads to chronic anemia in many cases.22 Drug
administration with consideration of kidney failure
is important in the ESRD, but many aspects of

optimal use of L-OHP in HD patients remain
unclear. Although this report dictates that our
results should be considered preliminary, the find-
ings of this study demonstrate that the concentra-
tion of L-OHP may be adjusted by HD, and the
findings support the need for a larger interven-
tion study.

Several limitations of this study warrant men-
tion. First, we were only able to describe a single
case. Second, only a small number of HD patients
are treated with chemotherapy with the FOLFOX
regimen for AGC, and measurement of blood con-
centrations of Pt require a specific methodology
that cannot be performed in routine laboratory
examinations. Finally, previous research reported
that 5-FU can be administered to HD patients,
because 80% or more of this drug is metabolized
and inactivated in the liver and the protein-binding
rate is low,23,24 so excretion by HD is sufficient.
The dose of 5-FU is sometimes reduced in order to
avoid thrombocytopenia and gastrointestinal toxic-
ities or hand-foot syndrome.25,26 This patient’s
physician also requested a dose reduction.
Therefore, we reduced the doses of both L-OHP
and 5-FU. We did not examine the PKs of 5-FU
because this drug is metabolized in the liver.24 We
conclude that HD should be performed after the
end of L-OHP infusion of the FOLFOX regimen
for HD patients with AGC. A dose reduction of L-
OHP by 30%�50% may be advisable for the initial
administration, given the need for careful adminis-
tration of chemotherapy in HD patients, with par-
ticular attention to the development of
hematological toxicities and neuropathy. Although
we found that Pt_free and AUC may not be
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Figure 1. Free and total Pt concentrations during infusion and before, during, and after HD.
Pt, platinum; HD, hemodialysis. Detection limit (� 0.1lg/mL).
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appropriate for the prediction of AEs, L-OHP may
be safely administrated in dialysis AGC patients
undergoing a HD session on the same day of 5-
FU infusion.
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(85 mg/m2) 
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(2,400 mg/m2) 
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50% reduced dose  

42.5 mg/m2 

50% reduced dose  

200 mg/m2 

50% reduced dose  

1,200 mg/m2 
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200 mg/m2 

2nd-3rd cycle 
30% reduced dose  

59.5 mg/m2 

30% reduced dose  

280 mg/m2 

30% reduced dose  

1,680 mg/m2 

100% 

200 mg/m2 

L-OHP 5-FU civ 

l-LV 

5-FU iv 

5-FU: 5-Fluorouracil, L-OHP: Oxaliplatin, l-LV: l-leucovorin, h: hour, iv: intravenous infusion, civ: continuous intravenous 
infusion, HD: hemodialysis 
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+,-./012345,633789.0:;-<=>?@ABCDE@FGHIJKLMNOMMPOQRMMSMRTUPMVMMWXPYWZM[PWMRPNWXUPNL\UVVXWWMMU]^M_X̀NLaUQRPNLb_XWUROc[\̂ abdRMeQXRMVMPWO]URNQWZUROZXfXOXP̀LQ_M_NONPNQWZURU]TUQRfNfMR=gLLNQWZUROU]NVNPQÒRXfWOZUQL_XP̀LQ_MWZMXR]QLLPNVMNP_NhLXNWXUPUPWZM̀USMRfNYMU]WZMVNPQÒRXfW=iZMRMNSNXLNjLMkfLMNOMNLOUXP̀LQ_Mlm\XnONP_OÙXNLVM_XNZNP_LMOcoǸMjUUpkqrXWWMRURsXPpM_[Pd=lPMNQWZURrXLLPMM_WUjMX_MPWXtM_NOWZM̀URRMOfUP_XPYNQWZURkrXWZWZMXRMVNXLN__RMOOPURVNLLT_XOfLNTM_XPWZMNRWX̀LMKnoc_MfMP_XPYUPWZMuUQRPNLdNP_WZMUPLXPMNRWX̀LM=gQWZUROvNhLXNWXUPONRMWZMNhLXNWXUPOrZMRMWZMRMOMNR̀ZrNÒUP_Q̀WM_=[]NPTU]WZMPNVM_̀UwNQWZUROVUSMONhLXNWXUP_QRXPYWZMfMMRwRMSXMrfRÙMOOkWZMPMrNhLXNWXUP̀NPjMYXSMPNON]UUWPUWM=KLMNOMPUWMWZNWPÙZNPYMOWUNhLXNWXUP̀NPjMVN_MN]WMRTUQRfNfMRXOǸ M̀fWM_=mMN_VURMUPNQWZUROZXf=x=yCFzAG{FHF|I@CF{@cUfWXUPNLd=qZXOXONPXVNYMWUYXSMRMN_MROǸLMNRX_MNU]WZMÙPWMPWU]TUQRNRWX̀LM=[WOZUQL_jMNVN}XVQVrX_WZU]~x~fX}MLO=[]TUQRXVNYMXOPNRRUrMRWZNP~x~fX}MLOkfLMNOMfLǸMXWUPNrZXWMjǸpYRUQP_~x~fX}MLOrX_MWUMPOQRMWZM_XVMPOXUPONRMVNXPWNXPM_=�NSMWZMYRNfZX̀NLNjOWRǸWNON=ufYk=fPYkUR=WX�=KLMNOM_UPUWMVjM_XWXPWZMVNPQÒRXfWtLMjQWONSMXWNONOMfNRNWMtLMkLNjMLLM_�RNfZX̀NLgjOWRǸW<=�=�UQ̀NPUfWWUXP̀LQ_MN�GDEBF|I@CF{@rXWZTUQRNRWX̀LM=oXP_UQWZUrWZMOM̀NPZMLfTUQRrURpRMǸZNrX_MRNQ_XMP̀MkNP_rZNWWUWZXPpNjUQWrZMPtLVXPY=�=�?�DG��DE@FGHIJKLMNOMOQffLTNLL_MWNXLORMeQXRM_jTTUQR]QP_XPYNP_YRNPWwNrNR_XPYjU_XMONO]ULLUrO�oUROXPYLMNYMP̀TYRNPWOqZXOrURprNOOQffURWM_jTWZM�oQP_XPYgYMP̀T�QP_MR�RNPW�PQVjMR}}}}�=oURVQLWXfLMNYMP̀TYRNPWOqZXOrURprNOOQffURWM_jTWZM�oQP_XPYgYMP̀T�<�QP_MR�RNPW�PQVjMR}}}}���oQP_XPYgYMP̀T�x�QP_MR�RNPW�PQVjMR}}}}��NP_�oQP_XPYgYMP̀T���QP_MR�RNPW�PQVjMR}}}}�=~=�GI{HBI?CEI@F@E�E�@JqZXOXOWUǸpPUrLM_YMNPTtPNP̀XNLXPWMRMOWURjMPMtWWZNWZNONRXOMP]RUVWZM_XRM̀WNffLX̀NWXUPOU]TUQRRMOMNR̀Z=oQRWZMRYQX_NP̀MUPrZNWXONÙP�X̀WU]XPWMRMOWNP_ZUrWU_XÒLUOMXW=�=�GB�CFzAG{FH�B@EJKLMNOMOQffLTNOZURWjXUYRNfZX̀NLPUWM]URMǸZNQWZUR=qZXÒUQL_jMN_NfWM_]RUVTUQR_MfNRWVMPWNLrMjOXWMURǸN_MVX̀PMWrURpXPYfRUtLMNP_OZUQL_jMRMLNWXSMLTjRXM]cM=Y=PUVURMWZNPx��rUR_Od=�=�F@FF�FGHF|GHG@�I@F@E�E�@J[]WZMRMXON_NWNOMWNOOÙXNWM_rXWZWZMfNfMRkfLMNOMfRUSX_MXP]URVNWXUPNjUQWrZMRMWZM_NWNOQffURWXPYWZMRMOQLWOURNPNLTOMOfRMOMPWM_XPWZMfNfMR̀NPjM]UQP_=iZMRMNffLX̀NjLMkWZXOOZUQL_XP̀LQ_MWZMZTfMRLXPpknl[UR
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+,-./0./121,.3,24.3,25./611+726,.482,-,-.46,61.,91:;<.=0>6,.16/.6>1+6?62>6@>.,+1A00+/,6A,-+/1;B;CDEDFGHIJKEKILMNOP+A7-++1.,+1-6/.+/=6Q.,-.46,6A34./>P23R,-.1,A4P+0.3S0>.61.4.0+12,P+A/46,6236/.7+R32T.446,6/.0+12,+/P0/2+/,++/6,,-.,2=.+O1A@=2112+3;U+A82>>@.61Q.4,+0/+?24.,-.VWNS0/.X/.1./?.4VWNS+/+,-./0./121,.3,24.3,25./O+/,-.46,61.,;Y;Z[HH\G]GLED\IL\KLG]DEĜKD\M_A00>.=.3,6>=6,./26>763@.6?24.+S46,61.,S5>.1.,S1+A345>.+/63P,-23R8-27-1A00+/,19634210./,23.3,,+:P+A/060./;̀.0A@>21-1A00>.=.3,6>=6,./26>+3>23.?26a2R1-6/.;a234+A,=+/.6@+A,1A00>.=.3,6>=6,./26>634-+8,+1A@=2,2,82,-P+A/6/,27>.;bc;dKe[̂GJMa2RA/.11-+A>4@.-2R-fA6>2,P9bgcc402O+/>23.6/,Shcc402O+/R/6P176>.634icc402O+/7+>+A/S6,,-.7+//.7,12T.:;a2RA/.11-+A>4@.1A00>2.423+3.+O+A/0/.O.//.45>.O+/=6,1jkl_Sl_SmlknS<NaaS+/o27/+1+O,̀+/49VWp+/VWpq:5>.16/.677.0,6@>.O+/5RA/.1,-6,-6?.@..34/68323̀+/4;a+/23O+/=6,2+3/.>6,23R,++,-./5>.,P0.1S0>.61.7+31A>,+A/_A@=2112+3+O.>.7,/+3276/,8+/Q4+7A=.3,;bb;rDs\GJM<6@>.11-+A>40/.1.3,3.823O+/=6,2+3/6,-./,-634A0>276,23R8-6,2123,-.,.t,;u.64./11-+A>4@.6@>.,+23,./0/.,,-.,6@>.82,-+A,/.O./.37.,+,-.,.t,;l>.61.1A00>P.42,6@>.5>.1;bg;vw[DEKILJMNOP+A6/.1A@=2,,23RP+A/=63A17/20,616̀+/44+7A=.3,S0>.61..31A/.,-6,.fA6,2+316/..42,6@>.;o+/.23O+/=6,2+36@+A,=6,-.=6,276>1P=@+>1634.fA6,2+31;bi;xLKEJMl>.61.A1._NA32,193+3X2,6>272T.4:;yz{|}~�{�������������{��{|���������U+A=A1,+@,623,-.3.7.116/P0./=2112+3,+/.A1.,-2/4X06/,P=6,./26>23P+A/6/,27>.;<-.A1.+O1-+/,.t,/67,1+O,.t,6341+=.+,-./,P0.1+O=6,./26>21A1A6>>P0./=2,,.4S+36>2=2,.4@6121SO+/,-.0A/0+1.1+O7/2,2721=634/.?2.882,-+A,1.7A/23RO+/=6>0./=2112+3;NOP+A821-,+237>A4.63P=6,./26>23P+A/060./O+/8-27-P+A4+3+,-+>47+0P/2R-,S6348-27-213+,7+?./.4@P,-2123O+/=6>6R/..=.3,SP+A82>>3..4,++@,6238/2,,.30./=2112+3O/+=,-.7+0P/2R-,+83./0/2+/,+1A@=2112+3;o+/.23O+/=6,2+3+3/.fA.1,23R0./=2112+3,+/.0/+4A7.8+/Q91:A34./7+0P/2R-,;�{z���z����������|�l>.61.237>A4.64217>+1A/.1,6,.=.3,SA123R,-.1A@-.6423R�V217>+1A/.+O23,./.1,;�NOP+A-6?.3+23,./.1,1,+4.7>6/.S0>.61.1,6,.,-2191ARR.1,.48+/423Rj<-.6A,-+/1/.0+/,3+7+3�27,+O23,./.1,:;a+/6>>�N��̀ .>>7+=.XOA34.4060./1S,-.R/63,3A=@./91:
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+,-./01234,50512.605034787.1929:12.080-.-.7.0+02.;<075+9809250347812=392>13.-9:12.080-.;?@ABACD@EFAD@GHIJAGKFLM298508.9/0N,/41-605127O7P498QR87231-S9,8274T74434121374.8174-+,-.67U0/00280=1-.0805127N,/41380N9-1.98P7..60/0=12212=9:.6080-07836N8930--VN8198.9N7.102.02894+02.W;O817480=1-.87.1922,+/08--69,45/01234,50512.607/-.873.TX1.6:,4450.714-12.60+0.695--03.192;O6080=1-.8P-69,45/0N,/4134P7330--1/40V7.293678=0WT9N02.9744N89-N03.1U080=1-.872.-T725+727=05/P729.Y:98YN89Z.98=721[7.192;R98741-.9:80=1-.810-.67.+00..60-080\,180+02.-TN407-0U1-1..60] _̂M2.0827.19274̀4121374O8174-<0=1-.8Pa47.:98+VM̀O<aW;O6080=1-.87.1929:74434121374.8174-:73141.7.0-.60-67812=9:12:98+7.1927+92=341213172-T80-0783608-T725N7.102.-T0267230-N,/413392Z502301280-07836T7251-127339857230X1.6.60M̀bcd=,1504120-;?efg@LABJhAKijKiACGekjlgIFAfIBKDKAeBa407-002-,80.67.74480-0783680N98.0512-,/+1..05N7N08-67-/0023925,3.0512720.6137472580-N92-1/40+72208T7251-12:,4439+N417230X1.67448040U72.3950-9:0mN081+02.7.19272540=1-47.192;n44N7N08-X613680N98.12U1U90mN081+02.-9834121374.8174-926,+72-98721+74-+,-.1234,507X81..02-.7.0+02.12.60b0.695--03.192;O61--69,450mN4712.67.744X98oX7-3925,3.05X1.6.60:98+747NN89U749:.60493746,+72-,/S03.98721+74378039++1..00-V12-.1.,.1927472527.19274WT725.67.34121374.8174-67U0/00280=1-.08057-40=1-47.19280\,180-;n,.698-X695929.67U0:98+740.613-80U10X39++1..00--69,451234,507-.7.0+02..67..6018-.,5P:9449X-.60N81231N40-9:.60p034787.1929:̂04-12o1;?eBGIBKn447,.698-78080\,1805.9:9449X.60M̀bcd80\,180+02.-92N81U73P72512:98+05392-02.:89+N7.102.-725-.,5PN78.131N72.-;a407-0392Z8+.67.72PN7.102.T-08U130,-08T98N78.131N72.V98.67.N08-92q-N7802.9840=74=,785172W1272P80-07836T0mN081+02.T9834121374.817450-381/0512P9,8N7N0867-=1U02X81..02392-02..9.601234,-1929:+7.08174N08.71212=.9.60+-04U0-T.67..60P73o29X405=0.67..60P37229./01502.1Z05U17.60N7N08r725.67.P9,67U0:,44P7292P+1[05.60+;]6080-9+09201-50307-05TN407-002-,80P9,67U0X81..02392-02.:89+.60:7+14P980-.7.0;n,.698-+7P,-0.61-a7.102.̀92-02.R98+TX6136-69,45/039+N40.05T-7U05T725-02..9.60S9,82741:80\,0-.05;
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*+,-./,012,3+.4567897:;<=>?@A8@866?8<B8@;>C68D;>8@;>CA786@A8<B98E7@CF>;:7BG>79A8H7D77<:;?F6I7BJI@AI<@A7:;G>97;E:;<BG:@I<K8<C7LF7>I?7<@86J;>M>7F;>@7BI<C;G>F8F7>N5678977<9G>7C;G>F8F7>:;<@8I<98668FF>;F>I8@7J8><I<K9;<8<CA8O8>B9@A8@?8CD7I<H;6H7BI<:8>>CI<K;G@@A77LF7>I?7<@9;>F>;:7BG>79C;GA8H7B79:>ID7BP;>@A8@?8CD7I<H;6H7BI<I<9@>G:@I;<9P?8@7>I869P;>E;>?G687N567897I<:6GB7866>767H8<@98E7@CF>7:8G@I;<9Q8<B:I@78<C8::7F@7B9@8<B8>B;>:;B7;EF>8:@I:7NRG@A;>9J;>MI<KI<8<I?869:I7<:7?8C=<BI@G97EG6@;:;<9G6@@A7S<@7><8@I;<86R99;:I8@I;<;ET7@7>I<8>CUBI@;>9VW;<97<9G9RG@A;>XGIB76I<79;<R<I?86U@AI:98<BY76E8>78<BXGIB76I<79E;>@A7Z>78@?7<@;ER<I?869I<[7A8HI;G>86\7978>:A8<BZ78:AI<KNYA7<8F>;BG:@A89<;@C7@D77<8FF>;H7BDC8<8FF>;F>I8@7>7KG68@;>CD;BCE;>@A7G97B79:>ID7BI<C;G>F8F7>PF678979F7:IEC@AI9P;>@A8@@A7F>;BG:@I99@I66I<H79@IK8@I;<86N2]̂ _ .̀.̀0abc]de,f+dZAI9g;G><86G979UBI@;>I86h8<8K7>@;?8<8K7@A7F77>i>7HI7JF>;:799NSEC;GA8H7<j@9GD?I@@7B8F8F7>@;@AI9g;G><86D7E;>7PC;GJI66<77B@;:>78@78<8::;G<@I<UBI@;>I86h8<8K7>N567897>78B@A7KGIB76I<798D;H78<B@A7<9GD?I@C;G>F8F7>I<@A7>767H8<@RG@A;>W7<@>7PJA7>7C;GJI66=<BG97>KGIB798<B8A76FB79MNSEC;G8>79GD?I@@I<KI<k8Z7lPF67897:;<H7>@@A7=679@;5mnD7E;>7A8<BoC;GJI66869;<77B@;GF6;8BC;G>k8Z7l9;G>:7=679JI@A@A75mnpN567897<;@7@A8@q;G><86;EWA7?;@A7>8FCG979W>;99>7Er@;9:>77<F8F7>9E;>G<;>IKI<86?8@7>I86N[C9GD?I@@I<KC;G>F8F7>@;q;G><86;EWA7?;@A7>8FCC;G8>78K>77I<K@;;>IKI<86I@C:A7:M9BG>I<K@A7F77>i>7HI7J8<BF>;BG:@I;<F>;:79979Ns<8::7F@8<:7PJ7>7:;??7<B@A8@C;GM77F8:;FC;EC;G>R::7F@7Bh8<G9:>IF@NnI<B;G@?;>78D;G@9A8>I<KC;G>J;>MNt,.,2/,d̀0aec-̀u4ZAI9g;G><868FF6I79@A7Z8C6;>vn>8<:I9[89I:m8@8wA8>I<K5;6I:CNRG@A;>98>77<:;G>8K7B@;9A8>7;>?8M7;F7<@A7B8@89GFF;>@I<K@A7>79G6@9;>8<86C979
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+,-.-/0-12/03-2,+4+-,53-,-032.16-./60726840-03-+,60-9026/6:3;<4/.;=>-90.6,603-,74821+,2749?6,.-9;,20?96/9-,/.@A;036,.4,--/96;,4B-1061-+6.2003-1404.-0C.D2/4,-96B/2E-11404,-+6.206,?034094/<2/04+-,.2.0-/012B204821-/02F-,G+,-:-,4=8?412B20486=>-9021-/02F-,CHIJD4/1,-96B/2E-.486/BK0-,<+,-.-,74026/+84/@J:?6;4,-;/9-,042/4=6;053-,-061-+6.20?6;,1404G+8-4.-.--032.2/:6,<4026/,-B4,12/B,-+6.206,2-.@A;036,.4,-:;,03-,-/96;,4B-106920-4/?1404.-0.,-:-,-/9-12/03-4,0298-4/1+,6721-4H404A74284=2820?L040-<-/0@A003-+62/06:.;=<2..26/G?6;5288=-4.M-12:03-,-2.41404.-04..69240-1520303-+4+-,@J:?6;,-+8??-.G?6;5288=-4.M-106+,6721-03-HIJG+,-K,-B2.0-,-1HIJG3?+-,82/MG6,603-,+-,.2.0-/021-/02F-,4..69240-1520303-1404.-0C.D@J:?6;347-.-8-90-106+,6721-4+,-K,-B2.0-,-1HIJG+8-4.-=-+,-+4,-106.34,-03-,-72-5-,NOP4..69240-15203?6;,14041-+6.20G;+6/,-Q;-.0=?,-72-5-,.@R3-,-6/-6,<;802+8-1404.-0.4,-4..69240-152034<4/;.9,2+0G03-.-4,-/60:6,<488?+--,,-72-5-14.4+4,06:03->6;,/48.;=<2..26/+,69-..@J02.03-4;036,S.,-.+6/.2=2820?06-/.;,-03-.6;/1/-..6:1404@A/?-,,6,.2/03-1404,-.0.68-8?520303-+,61;9-,.6:03-1404.-0C.D@TUVWXYZ[X\]̂_Z̀abcd3-,-4,-/6.;=<2..26/:--.G+;=8294026/:--.6,+4B-934,B-.:6,032.>6;,/48@e686;,FB;,-.5288=-,-+,61;9-12/9686;,2/?6;,6/82/-4,0298-:,--6:934,B-@J:202./-9-..4,?:6,03-FB;,-.06=-,-+,61;9-12/9686;,2/03-+,2/07-,.26/G4934,B-52884++8?@e34,B-.:6,9686;,FB;,-.2/+,2/04,-fghh+-,FB;,-CijhhNLH6884,.kilhhA;.0,4824/H6884,.kmglhD@n6,<6,-034/j9686;,FB;,-.GFB;,-.l4/14=67-5288=-934,B-140flh+-,FB;,-CiolNLH6884,.kiphhA;.0,4824/H6884,.kmqlD@H-+-/12/B6/?6;,8694026/G03-.-934,B-.<4?=-.;=>-90068694804r-.@\̂st̀Xa_[us[X\]c
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*+,-./012344+56-+72+,.+2892-+7.+./0/:34;328./34<3:=62+,+218.6>.+;76/:0-+7.5+.?5/21+72-+7.,8.;/66/+:@A3-4+.BC.3:9/6+D8.63:7;E8.+>=/D8.8:24/98:683:=.8768+,2/+:6</:947=/:0*.832/F8*+;;+:64/98:686518:,7E4/61/:0+,8:399866@G83=;+.8+:,7E4/61/:030.88;8:26@HIJKLMNOPQNRSTUOVNOPWPXOYNXZ[85/44=8,+6/2344\32/+:34]:62/27286+>̂83421+.[8449+;8A.762_>7:=8=,3,8.6/:2+7̀Ea8=*8:2.34+:E8134>+>3721+.6<;882/:0218.8b7/.8;8:26+>218/..86,892/F8+,8:399866,+4/9/86@]>21/63,,4/862+-+7<,483682844+7.,.+=792/+:283;518:-+7.898/F8-+7.3.2/948,.++>6<6+5893:=+21/6>+.-+7@*189?>7:=8.6c+,8:399866,+4/9-;3:=328618.8@C/:=+72;+.83E+72613./:0-+7.5+.?@dKXOWYYXZZA1/6e+7.:340/F863721+.6218+,2/+:2+,7E4/61+,8:399866F/3+7.f,8:g84892,7E4/61/:0,.+0.3;<;3?/:0/2>.882+399866+:4/:8/;;8=/3284-+:,7E4/932/+:@a3:->7:=8.6;3:=328,7E4/61/:0-+7..8683.91+,8:399866h-+793:9189?+,8:399866>7:=8.,+4/9/863:=;3:=328618.8@A3-4+.BC.3:9/6f,8:g848920/F86-+7<-+7./:62/272/+:+.>7:=8.218+,2/+:+>,3-/:03:3.2/948,7E4/61/:0913.08ij̀*k2+;3?83:3.2/948+,8:399866@̀483689+:2392+,8:399866l23:=>@9+@7?/>-+75+74=4/?82+m:=+72;+.8<+.0+2++7.j721+.g8.F/98658E6/28@C+.;+.8/:>+.;32/+:+:4/98:68+,2/+:6<8;E3.0+,8./+=63:=j̀*6>+.21/6e+7.:34,483680+18.8@nMWURSIoXVpIoqZf:,7E4/932/+:<-+75/44E83E482+F/85<=+5:4+3=3:=9189?-+7.3.2/948c6;82./96i=+5:4+3=6<9/232/+:63:=j42;82./9=323kF/3a-j721+.8=[+.?6+:A3-4+.BC.3:9/6f:4/:8@A1/6/6518.8-+793:3998668F8.-3.2/948-+713F8,7E4/618=5/2176<36584436-+7.>.888,./:264/:?<6+-+793:b7/9?4-3:=836/4-613.8-+7.5+.?5/21>./8:=63:=9+44830786@[83.89+;;/228=2+,.+;+2/:03:=/:9.836/:0218F/6/E/4/2-+>-+7.3.2/948@̂8.83.86+;82/,63:=/=836+:1+5-+793:5+.?5/21762+,.+;+28-+7..8683.91@
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•緒　言•

がん疼痛治療において，オピオイドを中心とした薬物
治療が広く行われており，疼痛管理の質は向上している。
国内では，強オピオイド鎮痛薬であるモルヒネ，オキシ
コドン，フェンタニル，メサドンが疼痛治療の中心とし
て用いられてきた。

しかし，神経障害性疼痛に対して難渋するケースが多
く，傾眠，嘔気，便秘等の副作用が原因で患者のquality 
of life（以下，QOL）を低下させる症例も少なくない。

また，神経障害性疼痛をはじめとするオピオイド抵抗

性の痛みに対して，多くの薬剤が鎮痛補助薬として用い
られているが，質の高い臨床試験は少なく，適正な使用
方法については未だに確立されていない1）。

2014年３月より，国内で承認となったタペンタドー
ルは，これまでの強オピオイド鎮痛薬と比較し，神経障
害性疼痛に適した作用機序を示すと期待されている2）。

今回，開胸術後疼痛症候群とがん性胸膜炎の合併によ
る神経障害性疼痛のコントロールに難渋した患者に対し
てタペンタドールにオピオイドスイッチを行うことで除
痛効果を示し，コントロール良好となった症例を経験し
たため，報告する。

開胸術後疼痛症候群とがん性胸膜炎の合併による 
神経障害性疼痛に対してタペンタドールが 

効果を示した１症例

糸永昇平†1，谷口　潤1，橋本雅司1，鎌田理嗣2

国立病院機構長崎医療センター薬剤部†1，長崎大学病院緩和ケアセンター2

Effectiveness of Tapentadol in a Case of Neuropathic Pain Caused by Pain 
Syndrome Following Thoracotomy and Cancerous Pleurisy

Shohei Itonaga†1, Jun Taniguchi1, Masashi Hashimoto1, Masatugu Kamata2

Department of Pharmacy, National Hospital Organization Nagasaki Medical Center†1,  
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タペンタドールは「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」を効能・効果として，2014年３月に承認された。従来
のオピオイド鎮痛薬とは異なり，μオピオイド受容体（mu-opioid receptor：MOR）作動作用に加えてノルアドレナリン再取り
込み阻害（noradrenaline reuptake inhibitor：NRI）作用を有しており，オピオイド抵抗性である神経障害性疼痛に適した作用機
序を有すると報告されている。今回，我々は，開胸術後疼痛症候群とがん性胸膜炎の合併による神経障害性疼痛のコントロール
に難渋し，オピオイド過量となっている患者に対して，タペンタドールへのオピオイドスイッチを行った症例を経験した。スイッ
チ後は，numerical rating scale（NRS）の低下，オピオイド総量の減少により，神経障害性疼痛に対する除痛効果を示した。

神経障害性疼痛に関する薬物治療は，未だに確立されたものはなく，今後，タペンタドールが神経障害性疼痛に対する新たな
治療の選択肢となる可能性が示唆された。

キーワード―�タペンタドール，神経障害性疼痛，オピオイドスイッチ，開胸術後疼痛症候群
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なお，本報告は症例報告のため，国立病院機構長崎医
療センターの倫理委員会の審議対象には該当しない。

また，個人情報の保護に関して十分に配慮し，行った。

•症　例•

１．患者背景
48歳女性　身長150.0 cm　体重38.3 kg
入院時服用薬：

オキシコドン徐放錠　40 mg 　１日２回　１回１錠
フェンタニル貼付剤　12 mg 　１日１回
オキシコドン速放剤　10 mg　１回３包
エトドラク　200 mg　１日２回　１回１錠
プレガバリン　75 mg　１日２回　１回３錠
酸化マグネシウム　330 mg　１日３回　１回２錠
センノシド　12 mg　１日１回　１回２錠
ゾルピデム　５mg　１錠　１回１錠

薬剤アレルギー歴：エタノールアレルギー
薬疹既往歴：ジアゼパム注
２．現病歴

2013年12月左肺がん（adenocarcinoma）cT3N0M0 
stageⅡbの術前診断にて左下葉切除術が施行された。

術後化学療法目的で呼吸器内科紹介予定であったが本
人の意向により化学療法を施行せず，経過観察となって
いた。2014年３月，対側肺内の胸水貯留が判明し，組
織検査の結果，大細胞性神経内分泌がん（large cell 
neuroendocrine carcinoma：以下，LC-NEC）stageⅣと
改めて診断された。

同時期より左側胸部痛，下腹部痛の増強に対してオピ
オイド導入となり，外来にてフォローされていた。

2015年４月より症状悪化のため，LC-NECに対してシ
スプラチン/エトポシド併用療法が開始された。

今回，同化学療法４コース施行後，胸水貯留による呼
吸苦，疼痛コントロール不良を主訴に2015年12月，入
院となった。

•臨床経過•

１．入院後経過
本症例では，入院前より定時薬としてオキシコドン徐

放錠80 mg/日とフェンタニル貼付剤12 mg/日に加えて
鎮痛補助薬としてプレガバリン450 mg/日，非オピオイ
ド鎮痛剤としてエトドラク400 mg/日を使用していた。
さらにオキシコドン速放剤30 mgを毎食後，寝る前の１
日４回および，体動時痛に対するレスキューとして，１
日合計６～７回内服していた。入院時のnumerical rating 
scale（以下，NRS：無痛を０，想像できる範囲で最高

の痛みを10とする整数値による評価）で左側胸部痛８
/10，下腹部痛６/10と疼痛持続しており，痛みの強さ
から口数は少なく，表情も乏しかった。主治医は，左側
胸部痛を神経学的な所見は確認できないものの，疼痛部
位が左下葉切除を施行された範囲と一致している点や患
者が痛みの性状を「ピリピリするような電撃痛」と表現
している点，そして内服中のオピオイドレスキューの効
果が乏しいことなどから開胸術後疼痛症候群とがん性胸
膜炎の合併による神経障害性疼痛と判断した。

一方で，下腹部痛は，腹水が出現し，がん性腹膜炎と
診断されており，局在が不明瞭である点やオピオイド内
服後に除痛効果がみられていることから内臓痛と判断さ
れた。上体伸展に伴う左側胸部にかけての疼痛増強から
正常姿勢での座位の保持が困難であり，前傾座位にて日
中過ごされていた。さらに体動時痛の悪化からトイレや
洗面台への移動も介助なしでは難しく，１日の大半を
ベッド上で過ごすことが多くなっていた。

患者は，以前，オキシコドン徐放錠80 mg/日から
120 mg/日への増量時に嘔気，傾眠症状が出現したこと
から増量による副作用出現に対して不安が強く，定時薬
の増量を拒否し，レスキュー薬使用にて調整されていた。
また，疼痛コントロール不良による日常生活に対する不
安から睡眠時間の確保が十分できず，ゾルピデム５mg 
１錠を不眠時に頓用で内服していた。

便通に関しては，酸化マグネシウム錠330 mg　６錠 
分３毎食後，センノシド錠12 mg　２錠分１寝る前にて
３日に１度の定期的な排便でコントロールされていた。

また，呼吸苦に関しては症状に応じて胸腔ドレナージ
による胸水排液で対応していた。

入院後は疼痛増強によりレスキュー回数はさらに増加
しており，入院３日目には，レスキュー回数10回/日を
超えていた。同日より，レスキュー薬は１回30 mgから
40 mgへ増量となった。定時薬の用量に変更はないもの
の，レスキュー回数の増加からモルヒネ換算で入院時１
日660 mg（うちレスキュー180 mg）から920 mg（う
ちレスキュー440 mg）へ増量となっており，オピオイ
ド過量と思われる日中の傾眠症状が出現した。NRSは入
院時と変化なく，左側胸部痛8-9/10，下腹部痛5-6/10
で推移していた。

主治医は，左側胸部の神経障害性疼痛に対してすでに
鎮痛補助薬としてプレガバリン450 mg/日を処方してい
たが，これまでの増量による効果が乏しいことと転倒リ
スクを考慮し，プレガバリンの増量やその他の鎮痛補助
薬の追加には消極的であった。

そこでオキシコドン抵抗性である点とすでに高用量で
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継続していたフェンタニル製剤からの切り替えに伴う内
服負担を考慮し，神経障害性疼痛に対する効果を高める
ため，主治医にオキシコドン製剤からタペンタドールへ
のオピオイドスイッチを提案し，入院７日目に変更と
なった。
２．タペンタドール導入後

すでに導入されていたオキシコドン徐放錠80 mg/日
から40 mg/日へ減量し，タペンタドール200 mg/日へ
オピオイドスイッチを行った。タペンタドール変更３日
目，病室訪問時に「痛みが全然違います，これまで痛み
で十分に眠れなかったが薬剤変更してから久しぶりに痛
みで起きずに眠ることができた」との評価を得た。左側
胸部痛におけるNRSも安静時でスケール４/10程度に軽
減していた。レスキュー服用回数は，体動時痛の使用は
あるものの，レスキュー５～６回/日と減少した。変更
５日目より徐々に日中，正常座位による姿勢保持が可能
となり，患者からも「身の回りのことが看護師さんに手
伝ってもらわなくてもできるようになってきました」と
前向きな発言がみられるようになり，精神的にも安定し
てきた。使用中のレスキューを含めた鎮痛効果としては，
下腹部鈍痛におけるNRSを５/10から２/10まで低下さ

せ，これまで使用していたオピオイドのみでは効果が限
定的であった左側胸部の神経障害性疼痛をNRS ６/10か
ら４/10まで低下させ，効果を示した。

左側胸部の神経障害性疼痛に対する除痛効果がみられ
ることからタペンタドール変更６日目より，残りのオキ
シコドン徐放錠40 mg/日からタペンタドール200 mg/
日への全量スイッチを提案した。変更後，左側胸部の神
経障害性疼痛はNRS 2-3/10まで改善しており，レス
キュー使用は，下腹部鈍痛に対するものが中心となり，
３回/日まで減少した。呼吸状態の悪化や便秘，吐き気
等の消化器症状の副作用はみられなかった。歩行時に胸
部の突っ張り感は残るものの，看護師見守りにより，病
棟内を自由に活動できるようになった。除痛が得られた
ことで今後の治療に対しても前向きな言動もみられるよ
うになってきており，退院後やっておきたいことなど笑
顔で医療スタッフと話す姿を多くみるようになった。タ
ペンタドール変更８日目には，左側胸部痛，下腹部痛と
もにNRSは1-2/10と疼痛コントロール良好となり，自
宅退院となった。

その後も外来時診察にてNRSの変化なく，推移した。
以上の臨床経過を図に示した。

タペンタドール

オキシコドン徐放錠

200 mg/日
400 mg/日

80 mg/日

40 mg/日

フェンタニル貼付剤12 mg/日

プレガバリン450 mg/日,エトドラク400 mg/日

レ
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キ
ュ

ー
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量
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m
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入院後経過（日）＊：Numerical Rating Scale
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図　入院後のオピオイド総量（経口モルヒネ換算）とNRSの推移
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•考　察•

本症例では，オキシコドンからタペンタドールへオピ
オイドスイッチを行ったことで左側胸部痛におけるNRS
の低下とそれに伴うレスキュー回数の減少を示したこと
から神経障害性疼痛に有効である可能性が示唆された。

これまで神経障害性疼痛を対象に多くの薬物について
の知見が蓄積されてきているが，神経障害性疼痛は既存
の治療薬に対する反応が不十分なことや，確立された神
経障害性疼痛の薬物療法であってもその有効性を確実に
予測することはできず，多剤併用しなければならないこ
とも多い。さらに，治療薬の鎮痛効果の発現が遅く，し
ばしば副作用で治療を中断することもある3）。

本患者でも介入時点ですでに高用量のオピオイドに加
え，神経障害性疼痛に対してプレガバリンが使用されて
いたが，鎮痛効果は十分に得られず，レスキュー薬の追
加内服の増加に伴う傾眠症状といったオピオイド特有の
副作用が発現した。

神経障害性疼痛の診断は，現症と病歴について詳細な
問診を行い，痛みの範囲が神経学的に妥当であること，
および体性感覚神経系を障害する病変や疾患があること
を示唆する病歴の有無が確認されれば神経障害性疼痛の
可能性があると判断され，神経学的診察や検査により診
断を確定する。しかし，神経障害性疼痛を有する患者が
自覚する痛みの範囲はデルマトームと完全に一致しない
ことも稀ではなく，痛みの訴えも患者の主観的評価に基
づくことなどから診断においては，ていねいな問診と神
経学的診察が非常に重要となるとされている4）。本症例
では，疼痛部位が左下葉切除を施行された範囲と一致し
ていることや痛みの性状が電撃痛であることなど詳細な
問診により，主治医によって開胸術後疼痛症候群とがん
性胸膜炎の合併による神経障害性疼痛と診断された。

開胸術後疼痛症候群は，がん治療による痛みに分類さ
れ，開胸手術操作に伴う筋層破壊や肋間神経障害などが
原因と考えられている。薬物治療としては，痛みの種類
や程度に応じて鎮痛薬や鎮痛補助薬の投与を行うとされ
ている1）。

神経障害性疼痛の薬物治療の第一選択薬は，三環系抗
うつ薬（アミトリプチリン，ノルトリプチリン），Caチャ
ネルリガンド（プレガバリン，ガバペンチン），セロト
ニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（serotonin 

noradrenaline reuptake inhibitor：デュロキセチン）が
推奨されている5）。いずれも眠気やふらつき，浮動性の
めまいなどの副作用が報告されており，慎重な漸増が必
要となる。本症例では，併用中のオピオイド増量による
眠気，ふらつきの悪化により，主治医よりプレガバリン
の増量を含めた神経障害性疼痛に対する積極的な薬物導
入が行われていなかった。使用中のオキシコドン速放剤
は，NRSの経過からも下腹部鈍痛に対する除痛効果を示
したものの，左側胸部に対する除痛効果は乏しいもので
あった。そこで，本症例では，神経障害性疼痛に適した
作用機序を有するオピオイドとしてタペンタドールへの
オピオイドスイッチを提案した。

タペンタドールは，µオピオイド受容体（mu-opioid 
receptor：以下，MOR）作動作用とノルアドレナリン再
取り込み阻害（noradrenaline reuptake inhibitor：以下，
NRI）作用を併せもつ薬剤であり，モルヒネと比較して
MORへの親和性が約５％程度であるが，NRI作用が強化
されたことで従来の強オピオイド鎮痛薬と同等の鎮痛効
果を示すとされている。また，ほかのオピオイドと比較
してNRI作用が強化され，神経障害性疼痛に対する有効
性が増し，MORへの直接作用が弱いことから消化器症
状などの副作用が軽減されていることが臨床上，有用な
特徴である※1,2。

本症例では，まずオキシコドン製剤の半量をタペンタ
ドールへスイッチし，６日目には全量スイッチを行った。
タペンタドールへのオピオイドスイッチは，左側胸部痛
におけるNRSを低下させ，レスキュー回数の減少を示し
たことで神経障害性疼痛に対する除痛効果を示したとい
える。

また，タペンタドールの使用による疼痛軽減が精神的，
身体的負担を低下させ，がん患者のQOL向上に寄与した
報告もある6）。本患者は，介入当初，抗がん剤の副作用
に対する不安が強く，がん薬物治療に積極的な意思を示
していなかった。加えて，オピオイドによる除痛効果が
十分に得られないことや傾眠といった副作用の発現に対
する懸念から，新規鎮痛薬を提案した際も消極的な反応
を示していた。薬剤全般に対する不安が強い状況におい
て，オピオイドスイッチによる疼痛軽減とレスキュー薬
の使用回数の減少は，患者に除痛効果を実感させ，精神
的な安定をもたらした。患者は身体的にも精神的にも安
定し，その後の治療にも意欲的に取り組むようになった。

※1： 金澤邦史, 吉澤明孝, 石榑博之, 下田敦子, 平塚理恵, 池田博斉, 吉澤孝之 : タペンタドールの治療戦略, Jpn J Cancer Chemother, 
42, 48-50 (2015).

※2： 中川貴之 : トラマドールおよび新規オピオイド系鎮痛薬タペンタドールの鎮痛作用機序とその比較, Jpn J Pharm Palliat Care 
Sci, 6, 11-22 (2013).
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今回，神経障害性疼痛に関する疼痛コントロールを行
う過程で薬剤師として使用中の薬剤の鎮痛効果と副作用
の出現状況を薬学的に評価し，疼痛コントロールの維持
をサポートすることができた。また，オピオイド投与量
の減少は，治療意欲にもつながり，患者に精神的な影響
も与えることができたと考える。

•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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●　　　　　　　　 お 知 ら せ　　　　　　　　 ●

■新規入会の手続き
　本会へ入会を希望する場合は，現在勤務している施設所在地の都道府県病院薬剤師会へ入会の申し込みをしてく
ださい。
■変更・退会の手続き
・同都道府県病薬内の異動・変更および特別会員の方の自宅住所等の変更
・やむを得ず本会を退会する場合
　会員番号を確認のうえ，現在勤務している施設所在地の都道府県病院薬剤師会へご連絡ください。
■他都道府県への勤務地の異動および変更
　今まで勤務していた施設所在地の都道府県病院薬剤師会への退会の手続きと，新たに勤務する施設所在地の都道
府県病院薬剤師会への入会手続きが必要になります。手続きが遅れたり不十分な場合には，新しい勤務先へ会誌を
お送りすることができず，今まで勤務していた施設に届くことになります。

日本病院薬剤師会総務課
☎ 03-3406-0485　FAX 03-3797-5303　E-mail : member@jshp.or.jp

新規入会・変更・退会の手続きについて
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•緒　言•

近年，本邦ではドラッグラグの短縮と多くの新規作用
機序の医薬品の上市に伴い，前例の少ない重篤な有害事
象を経験することが多くなってきている1,2）。

医薬品リスク管理計画書（risk management plan：以
下，RMP）は医薬品の研究開発段階から市販後の全段
階で認めた有害事象を集積し，安全性検討事項として情
報提供や情報収集などの方策を立案したものである。日
本病院薬剤師会は利活用実践例の１つとして有害事象発
生時の情報収集を公開しているが※1，実際の報告は少な

い。今回，我々はアビラテロンに起因した血小板減少症
を経験し，RMPの活用により原因の特定に貢献したた
めその内容を報告する。

なお，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。また，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審査委員会の審議対象ではない。

薬剤性血小板減少性紫斑病の原因特定に医薬品 
リスク管理計画書と市販直後調査が有用であった１症例

杉尾由希子†1，緒方浩幸2，津曲恭一1，山崎丈嗣3，前田宏一4

独立行政法人国立病院機構都城医療センター薬剤部†1，臨床検査科2，泌尿器科3，血液内科4

The Usefulness of Drug Risk Management Plans and Post-Marketing 
Surveillance in Identifying Pathogenesis in a Case with Drug-Induced 

Thrombocytopenic Purpura

Yukiko Sugio†1, Hiroyuki Ogata2, Kyouichi Tsumagari1, Takeshi Yamasaki3, Kouichi Maeda4

Department of Pharmacy†1, Department of Laboratory Medicine2, Department of Urology3,  
Department of Hematology4, National Hospital Organization Miyakonojo Medical Center

〔受付：2019年７月31日　受理：2019年12月31日〕

アビラテロン酢酸エステル（abiraterone acetate：以下，Ab）が原因の薬剤性血小板減少性紫斑病に，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80歳代，男性。前立腺がんに対してAb開始から17日後に呼吸苦を主訴に外来を受診され，
血小板減少を認め入院した。複数回の血小板輸血にて改善を認めず，薬剤師は医薬品に起因する可能性について相談を受けた。
薬剤師は患者の薬歴や医薬品リスク管理計画書（risk management plan：以下，RMP），重篤副作用疾患別対応マニュアルより
情報収集と原因の推定を行い，Abの有害事象の可能性を考えた。推論の結果を報告し，血液内科へのコンサルトを経てAbが原因
薬剤である薬剤性血小板減少性紫斑病と診断された。原因薬剤の特定にRMPおよび重篤副作用疾患別対応マニュアルが有用で
あった事例である。

キーワード―�薬剤性血小板減少性紫斑病，アビラテロン酢酸エステル，医薬品リスク管理計画書，�
重篤副作用疾患別対応マニュアル

†宮崎県都城市祝吉町5033-1；5033-1, Iwayoshicho, Miyakonojo-shi, Miyazaki, 885-0014 Japan
※1： 一般社団法人日本病院薬剤師会, 病院薬剤師業務への医薬品リスク管理計画の利活用について, 2014年12月25日. 

http://www.jshp.or.jp/cont/14/1215-3.pdf, 2018年10月9日参照
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•症　例•

患者：80歳代，男性
主訴：呼吸苦，動悸
既往症：前立腺がん（骨転移あり），２型糖尿病，薬剤

性間質性肺炎（原因薬剤：ビカルタミド）
現病歴：前立腺がんに対しクロルマジノン等の内服療法

中であった。腫瘍マーカー上昇のため，20XX年入院

17日前からプレドニゾロン（prednisolone：以下，
PSL）併用下にアビラテロン酢酸エステル（abiraterone 
acetate：以下，Ab）1000 mg/日の経口投与開始とな
る。Ab投与17日目に呼吸苦を訴え外来受診し，採血
検査で血小板減少を指摘され，入院となる。

服薬歴：PSL 10 mg/日，Ab 1,000 mg/日，シロドシン 
４mg/日，ビルダグリプチン100 mg/日，メトホルミ
ン500 mg/日，アゾセミド 60 mg/日，ランソプラゾー

表１　血液生化学検査結果推移および免疫学的検査，骨髄穿刺結果

検査項目（単位） 基準値 入院17日前
（Ab投与１日前）

入院１日目
（Ab投与16日目）

入院４日目
（Ab中止４日目）

WBC（103/µL）  3.3－8.6 5.32 8.65 5.26

RBC（104/µL） 435－555 369 423 295

Hb（g/dL） 13.7－16.8 13.3 15.4 10.3

PLT（104/µL） 15.8－34.8 22.3 0.3 2.4

Alb（g/dL）  4.1－5.1 3.5 3.8 －

BUN（mg/dL）  8.0－20.0 11.3 22.9 10.8

SCr（mg/dL） 0.65－1.07 0.71 1.25 0.82

T-bil（mg/dL）  0.4－1.5 0.7 1.8 1.1

AST（IU/L）  13－30 26 18 18

ALT（IU/L）  10－42 19 17 10

LDH（IU/L） 124－222 227 292 216

Na（mEq/L） 138－145 141 135 138

K（mEq/L）  3.6－4.8 4.1 4.1 3

Cl（mEq/L） 101－108 101 86 98

CRP（mg/dL） 0.14以下 － 4.15 2.35

β-D-gulcan（pg/mL）  0.0－11.0 － 6.3 －

Procalcitonin（ng/mL） 0.00－0.50 － 0.83 －

PT ％（活性）  80－140 － 91 －

PT-INR  0.8－1.1 － 1.1 －

Fibrinogen（mg/dL） 180－400 － 330 －

D-dimer（µg/mL）  0.0－1.0 － 1.5 －

FDP（µg/mL）   0－5 － ＜5.0 －

PBIgG 陰性 － － 陰性

抗CLβ2GP1複合体抗体（U/mL） 3.5未満 － － 1.3未満

Helicobacter pylori抗体（U/mL） 10未満 － － 3

PAIgG（ng/107cells） 46以下 － － 142.6

－ －

細胞密度 － － － 正形成

有核細胞数（104/µL） － － － 11

巨核球数（/µL） － － － 70

M/E比 2－3：1 － － 1.9

転移性がんの所見 － － － 認めず
WBC：白血球数，RBC：赤血球数，Hb：ヘモグロビン，PLT：血小板数，Alb：アルブミン，BUN：血中尿素窒素
SCr：血清クレアチニン，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，Na：ナトリウム，K：カリウム，Cl：クロール
CRP：C反応性蛋白，PT：プロトロンビン時間，PT-INR：プロトロン－国際標準比
FDP：フィブリノゲン・フィブリン 分解産物，PBIgG：抗血小板抗体，PAIgG：血小板関連免疫グロブリンG
抗CLb2GP1複合体抗体：抗カルジオピリンβ2グリコプロテイン1複合体，M/E比：顆粒球/赤芽球比
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ル15 mg/日，インスリンデグルデク・インスリンア
スパルト12単位/日

入院時現症：身長153 cm，体重55 kg，体温35.7 ℃，
意識レベル 清明，血圧：99/74 mm/Hg，心拍数：
78回/分，SpO2：92％（room air），チアノーゼ（－）

血液生化学検査：腎機能の低下および肝酵素・総ビリル
ビン値の上昇，炎症所見を軽度に認めた。血小板数以
外の血算，凝固線溶系は正常であった。血液生化学検
査結果推移および免疫学的検査，骨髄穿刺結果を表１
に示す。

•臨床経過•

入院後にAbが中止となる。２日間で計40単位の血小
板輸血を施行するも入院２日目の血小板数は0.4×104 /
µLと改善を認めなかったため，主治医より臨床検査科
へ検査エラー等の確認があり，検査エラーは否定的で
あったため検査技師より薬剤師へ医薬品に起因する可能
性等の検討依頼があった。

これを受けて薬剤師は電子カルテにて患者の臨床検査
値や服薬歴等を確認して原因特定のために文献を用いて
臨床推論を行った3）。血小板減少を来す疾患と臨床推論
の結果を表２に示す。臨床推論の結果，特発性血小板減
少性紫斑病（idiopathic thrombocytopenic purpura：以
下，ITP）が可能性として残されたが，その診断は除外
診断であり医薬品に起因する可能性も除外すべき項目で
あった。

そこで，薬剤師は血小板減少が医薬品に起因する可能
性を検討した。直近で変更のあった医薬品はAbとPSLの
みであり，PSLと血小板減少の因果関係は薬歴より否定
的であると考えた。Abの添付文書の副作用の項目に血
小板減少の記載はあったが，詳細は不明であった。薬剤

師は血小板減少の原因がAbであるか評価するためには
発症頻度や服薬開始から発症までの期間，重篤度をはじ
めとする，より詳細な情報が必要と判断した。RMPに
は重要なリスクおよびその根拠や追跡調査の有無等が記
載されていることからRMPを参照したところ，血小板
減少が重要な特定されたリスクとして記載されており，
その根拠としてAbの製造販売後において，重篤な血小
板減少関連事象が14例報告されている（2015年１月20
日時点）ことが挙げられていた（ヤンセンファーマ株式
会社，ザイティガ®錠250 mgに係る医薬品リスク管理計
画書，2014年８月作成）。なお，推定される作用機序等
の記載はなかった。さらに，追加の医薬品安全性監視活
動として特定使用成績調査の実施計画を確認した。Ab
の市販直後調査結果（ヤンセンファーマ株式会社，ザイ
ティガ®錠250 mg，市販直後調査結果，2015年５月作成）
で は 血 小 板 減 少19例 の う ち， 有 害 事 象 共 通 語 基 準 
ver3.0に準じた分類でGrade２以上の重篤例が16例であ
り，１例の転帰は死亡であることと，血小板減少のリス
ク因子として骨転移，併用するステロイド投与量の変更，
放射線照射，血液疾患の既往，治療開始前の血小板数が
10×104 /µL未満が挙げられること，服薬開始から発症
までの期間などが報告されていた。また，重篤副作用疾
患別対応マニュアルから薬剤性血小板減少症の発生機序
や推奨治療法等の情報を得た3）。以上から血小板減少が
Abによる可能性が否定できないと判断した。また，医
薬品のウォッシュアウトに必要な期間は吸収された医薬
品の約97％が排泄されるとされている半減期の５倍4）

と見込み，添付文書に記載されているAbの半減期（16.6
時間）からウォッシュアウトに3.5日程度かかると考え，
併せて情報提供を行った。

その後，入院３日目に血小板輸血10単位施行，輸血

表２　血小板減少を来す疾患と臨床推論の結果

血小板減少を来す可能性のある疾患 臨床推論の結果

特発性（免疫性）血小板減少性紫斑病 可能性として残されたが，その診断は除外診断であり医薬品に起因する可能性も除外すべき
項目の１つであった。

肝疾患（慢性肝炎，肝硬変） ビリルビンはやや上昇していたもののAST，ALTは正常で直近の検査値から大きな変動はな
く，慢性肝炎や肝硬変等の肝疾患も否定的であった。

脾機能亢進症
再生不良性貧血
骨髄異形成症候群
白血病

WBCやRBC，Hbは正常値であったことから，脾機能亢進症，再生不良性貧血，骨髄形成症
候群，白血病の可能性は否定的であった。

ウイルス感染など感染症後の血小板減少症
（急性血小板減少性紫斑病）

CRPはやや高値を示していたがβ-D-グルカン，プロカルシトニンは正常値であり，感染症
後の血小板減少症（急性血小板減少性紫斑病）も否定的であった。

全身性エリテマトーデス
自己免疫疾患に伴う血小板減少症

全身性エリテマトーデスや自己免疫疾患に関連する可能性は患者の病歴より否定的であると
考えた。

播種性血管内凝固症候群
血栓性血小板減少性紫斑病

プロトロンビン活性やフィブリノゲン，Dダイマー，FDP等の凝固線溶系の検査値も正常で
あり，播種性血管内凝固症候群（disseminated intravascular coagulation：DIC）や血栓性
血小板減少性紫斑病も否定的であった。
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終了後１時間の血小板数は2.8×104 /µLであった。入院
４日目に血小板輸血10単位施行し，血小板数が2.4×
104 /µLとなった。血液内科へコンサルトし骨髄穿刺等
の原因精査が行われた（表１）。入院10日目には骨髄穿
刺結果より血液・造血器疾患や悪性腫瘍の骨髄転移は否
定され，薬剤性血小板減少性紫斑病と診断された。その
後，血小板数は22.6×104 /µLまで回復し，軽快退院し
た。入院前後の血小板値推移と服薬歴を図に示す。

また，患者の退院後に院内の規程に則り，製薬会社へ
の情報提供や医薬品医療機器総合機構へ医薬品安全性情
報報告を行った。

•考　察•

本症例は，薬剤師が血小板減少の原因についてRMP
や重篤副作用疾患別対応マニュアル等の情報を基に臨床
推論を行い薬剤性血小板減少症の可能性をスタッフに伝
え，血液内科へのコンサルトの結果，造血器疾患等が否
定され，最終的に薬剤性血小板減少性紫斑病と診断され
た症例である。また，本症例を通じて，製薬会社への情
報提供や医薬品医療機器総合機構へ医薬品安全性情報報
告を行うことで発生頻度の低い重篤な有害事象に関する
情報の集積に貢献できたと考える。

血小板減少の原因疾患として表２が挙げられ3），本症

例の可能性として残されたのはITPであった。ITPの診
断基準および薬剤性血小板減少症の判定基準を表３に示
す5,6）。本症例はITPの特徴と矛盾しないものの，ITPの
標準治療であるステロイドの投与等を行われずに血小板
の改善を認めている。ITPの症例のうち，５～10％は無
治療で血小板が回復することが報告されているが※2，無
治療で回復した症例の重篤度はすべて初回検査時の血小
板値が3.0×104 /µL以上もしくは診断後３ヵ月間の血小
板数の最低値が3.0×104以上である7）ことを踏まえ，本
症例の初回検査時の血小板数（0.3×104 /µL）を考慮す
るとITPの可能性は低いと考えられた。

Abの開発段階で血小板減少は発生していないが，治
験参加症例はⅡ相で58症例，年齢中央値69.5歳（44－
86歳），Ⅲ相で1195症例，年齢中央値：69歳と限られ
た年齢層および症例数であり8,9），本症例は治験参加症
例と比較して高齢であることから，年齢も副作用発現の
要因となる可能性があると考えられる。また，市販直後
調査（ヤンセンファーマ株式会社，ザイティガ®錠250 
mg，市販直後調査結果，2015年５月作成）ではAbに
よる血小板減少のリスク因子が報告されており，本症例
は骨転移のみを有していた。19例のなかで２つ以上の
リスク因子をもつ８例の血小板減少は重篤と判定されて
おり，リスク因子が骨転移のみであった３例は２例が重

インスリンデグルデク・インスリンアスパルト：12 単位 / 日

ランソプラゾール：15 mg/ 日

アゾセミド：60 mg/ 日

メトホルミン：500 mg/ 日

ビルダグリプチン：100 mg/ 日
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Ab：1,000 mg/ 日

PSL：10 mg/ 日
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図　入院前後の血小板値推移と服薬歴

※2： 藤村欣吾, 宮川義隆, 倉田義之, 桑名正隆, 冨山佳昭, 村田　満 : 成人特発性血小板減少性紫斑病治療の参照ガイド2012年版, 臨
床血液, 53, 433-442 (2012).
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篤で１例が非重篤である。このことからリスク因子を２
つ以上有する場合の血小板減少は重篤になると考えられ
るが，本症例のように骨転移のみであっても十分な観察
が必要であると考えられる。

世 界 保 健 機 関（World Health Organization： 以 下，
WHO）発行のWHO PHARMACEUTICALS NEWSLETTER
によると2011年７月～2013年４月16日の間にAbと血
小板減少を関連付けた報告は26症例であり，うち１症
例は因果関係が否定されている6）。著者はAbと血小板減

少症にはおそらく因果関係があると結論付けているが，
多くの報告は情報不足であり，併用薬や骨転移等の患者
状態の影響を考慮する必要があると述べている10）。この
ことから，Abと血小板減少症の因果関係や発症機序等
の解明には詳細な情報収集がさらに必要であると考えら
れる。

米国では，表３の基準により血小板減少と医薬品の関
与度を判定している7）。本症例では条件１および２，３
を認めており，レベルⅡに該当する。また，薬剤に起因

表３　特発性血小板減少性紫斑病診断基準および薬剤性血小板減少症判定基準
表３－１　特発性（免疫性）血小板減少性紫斑病の診断基準（1990年改定）

1 自覚症状・理学的所見 出血症状がある。
紫斑（点状出血および斑状出血）が主で，歯肉出血，鼻出血，下血，血尿，月経過多
などもみられる。関節出血は通常認めない。出血症状は自覚していないが血小板減少
を指摘され，受診することもある。

2 検査所見 （1）　末梢血液　 ①　 血小板減少：血小板100,000 /µL以下。自動血球計数の時は偽血小板減少に留意
する。

②　赤血球および白血球は数，形態ともに正常。
　　時に失血性または鉄欠乏性貧血を伴い，また軽度の白血球増減を来すことがある。

（2）　骨髄
①　骨髄巨核球数は正常ないし増加。巨核球は血小板付着像を欠くものが多い。
②　赤芽球および顆粒球の両系統は数，形態ともに正常。
　　顆粒球/赤芽球比（M/E比）は正常で，全体として正形成を呈する。

（3）　免疫学的検査
血小板結合性免疫グロブリンG（PAIgG）増量。
時に増量を認めないことがあり，他方，本症以外の血小板減少症においても増加を示
しうる。

3 血小板減少を来しうる各種疾患を否定できる。（注）

4 １および２の特徴を備え，さらに３の条件を満たせば特発性血小板減少性紫斑病の診断を下す。
除外診断にあたっては，血小板寿命の短縮が参考になることがある。

5 病型鑑別の基準 （1）　急性型 推定発病または診断から６ヵ月以内に治癒した場合

（2）　慢性型 推定発病または診断から経過が６ヵ月以上遷延する場合
（注）： 血小板減少を来す疾患としては，薬剤または放射線障害，再生不良性貧血，骨髄異形成症候群，発作性夜間血色素尿症,全身性エリテマトーデス，

白血病，悪性リンパ腫，骨髄癌転移，播種性血管内凝固症候群，血栓性血小板減少性紫斑病，脾機能亢進症，巨赤芽球性貧血，敗血症，結核症，サ
ルコイドーシス，血管腫などがある。感染症については，特に小児のウイルス性感染症やウイルス生ワクチン接種後に生じた血小板減少は本症に含
める。先天性血小板減少症としては，Bernard-Soulier症候群，Wiskott-Aldrich症候群，May-Hegglin症候群，Kasabach-Merritt症候群などがある。

表３－２　 Criteria for Assessing Reports of Drug-Induced Thrombocytopenia and Levels of Evidence for a Causal 
Relation between the Drug and Thrombocytopenia

Criterion or
Level of Evidence Discription

Criterion

1 Therapy with the candidate drug preceded thrombocytopenia and recovery from thrombocytopenia was com-
plete and sustaind after therapy with the drug was discontinued.

2
The candidate drug was the only drug used before the onset of thrombocytopenia or other drugs were contin-
ued or reintroduced after discontinuation of therapy with the candidate drug with a sustained normal platelet 
count.

3 Other causes for thrombocytopenia were excluded

4 Re-exposure to the candidate drug resulted in recurrent thrombocytopenia.

Lvel of evidence

Ⅰ Definite: criteria 1, 2, 3, and 4 met

Ⅱ Probable: criteria 1, 2, and 3 met

Ⅲ Possible: criterion 1 met

Ⅳ Unlikely: criterion 1 not met
〈文献７）を参考に作表〉
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した血小板減少には，薬剤依存性抗体の産生による場合，
自然抗体による場合，血小板産生を傷害する場合の３種
の機序が挙げられる3）。薬剤依存性抗体の産生による血
小板減少は，血小板膜タンパクと医薬品が可逆的に結合
することにより血小板膜タンパクに形態的変化が起こり
新たな抗原が露出し，これに対して産生された抗体が医
薬品存在下で血小板と結合し血小板減少を引き起こすと
されている3）。本症例では，PAIgGが高値を示したこと
から免疫学的作用機序が働いていたと推察される。また，
Abのウォッシュアウトとともに血小板減少が改善して
おり推定される作用機序としては矛盾しない。なお，細
胞毒性によらない薬剤性血小板減少症の症例を309症例
レビューした報告によると，原因薬剤の曝露期間中央値
は21日（１日～11年），32％の症例が原因薬剤投与開
始２週以内に発症し，回復に要した期間の中央値は８日

（１～240日），70％の症例が２週以内に通常の血小板
値へ回復していた11）。本症例においてAb休薬より血小
板の上昇に３日，通常の血小板値への回復に６日間を要
したことは，先行報告の内容と一致すると考えられる。
自然抗体による血小板減少では薬剤依存性抗体の産生に
よる場合と同様に血小板膜タンパクと医薬品の結合を契
機とするが，血小板の形態変化により露出する抗原に対
する抗体（自然抗体）をすでに有しているため，薬剤投
与後短時間で血小板減少が発症するのが特徴であり，代
表例として挙げられるアブシキシマブ（本邦未承認）3）

による血小板減少は投与後24時間以内に発症したとの
報告もあり12），本症例は被疑薬の投与開始から17日目
に発症しており自然抗体の存在は否定的であると考えら
れる。また，骨髄穿刺結果から巨核球数は正常であり血
小板産生機能は保持されていた。以上から，本症例の血
小板減少症の発生機序は薬剤依存性抗体の産生によるも
のと考えられる。

医薬品による副作用の判断基準として，再投与での再
発，因果関係が確立されており明らかである（被疑薬や
同種薬の副作用であることがわかっている），副作用の
発現と被疑薬に時間的因果関係がある，投与中止で消失，
交絡するリスク因子がない，曝露量や曝露期間との整合
性がある，正確な既往歴の裏付けによりほぼ間違いなく
説明可能である，併用薬が原因である可能性が低い，ほ
かに説明できる原因がない等が挙げられている13）。本症
例は重篤な有害事象であったが，その発生頻度は稀で
あった。このような場合，医薬品の起因を疑って添付文
書を確認しても前述のような因果関係を判断する根拠と

なる詳細な情報の取得が困難なことが多い。一方，RMP
は医薬品の研究開発段階より発生した因果関係の否定で
きない有害事象や同効薬・類似薬で発生した有害事象等，
発生する可能性が否定できない重篤な有害事象とその根
拠が記載されている。さらに，それらに対して策定され
た安全性計画を確認できる。今回の症例では，RMPに
記載された医薬品安全性監視活動から必要な情報源に辿
り着き，有害事象と医薬品の因果関係を特定する一助と
なった。このように，RMPは副作用の疑い症例が発生
した際に因果関係を考察し，症例の臨床経過を推測する
ために必要な情報を得る道標として有用であると考える。
またRMPは集積情報を基に更新され続けるリビングド
キュメントである※3。Abによる血小板減少は市販後に
報告された副作用であり，本症例で副作用を発見できた
のも収集した情報から，RMPや添付文書の改訂と市販
後調査が行われさらなる情報集積がなされたためと考え
る。RMPの活用は自身の情報収集に利用するだけでな
く，経験した有害事象を報告し情報の集積と更新に貢献
することにあり，このリビングドキュメントとしてのサ
イクルを回転させることがRMPの有用性の維持に重要
であると考える。

重篤副作用疾患別対応マニュアルは副作用発生後の早
期発見・早期事後対策と予測・予防的な安全対策に資す
ることが目的である。今回は主に事後対策として血小板
減少の原因疾患の絞り込みに活用したが、本症例から得
られたリスク因子が骨転移のみであってもAbによる血
小板減少が発症するという知見から、該当する患者に対
して適宜検査回数を増やすことで予測・予防的な安全対
策を講じることも可能になると考えられる。本症例では，
Abは医薬品副作用被害救済制度対象外の薬剤であり，
医薬品副作用救済制度の申請は行えなかった。今後は，
治療や医薬品に関するエビデンスの集積だけでなく，有
害事象により不利益を被った患者の救済にも尽力できる
ように取り組んでいきたい。

•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）T Ogami, T Imaizumi,  C Ishiguro, T Matsuda : 
Assessment of Postmarketing Safety-Related Regulatory 
Actions in Japan, Pharmaceutical Medicine, 26, 395-403 
(2012).

２）T Yamada, M Kusama, Y Hirai, F Arnold, Y Sugiyama, S 
Ono : Analysis of Pharmaceutical Safety-Related 

※3： 村上裕之, 込山則行, 堀　明子 : PMDAにおけるRMP評価の最新の状況, レギュラトリーサイエンス学会誌, 6, 327-334 (2016).

382

●論　文

Presented by Medical*Online



Regulatory Actions in Japan : Do Tradeoffs Exist Between 
Safer Drugs and Launch Delay?, Annals Pharmacotherapy, 
44, 1976-1985 (2010).

３）“重篤副作用疾患別対応マニュアル”, 第１集, 財団法人日
本医療情報センター, 東京, 2007, pp.277-292.

４）加藤隆一 : “臨床薬物動態学”, 改訂第４版, 南江堂, 東京, 
2009, pp.99-114.

５）藤本　淳 : “厚生省特定疾患特発性造血障害調査研究班平
成２年度研究業績報告集”, 1990, pp.59-63.

６）JN George, GE Raskob, SR Shah, MA Rizvi, SA Hamilton, 
S Osborne, T Vondracek : Drug-induced thrombocytopenia : 
A systematic review of Published case reports, Ann Intern 
Med, 129, 886-890 (1998).

７）JE Portielje, RG Westendorp, HC Kluin-Nelemans, A 
Brand : Morbidity and mortality in adults with idiopathic 
thrombocytopenic purpura, Blood, 97, 2549-2554 (2001).

８）DC Danila, MJ Morris, JS de Bono, CJ Ryan, SR 
Denmeade, MR Smith, ME Taplin, GJ Bubley, T Kheoh, C 
Haqq, A Molina, A Anand, M Koscuiszka, SM Larson, LH 

Schwartz, M Fleisher, HI Scher : Phase II Multicenter Study 
of Abiraterone Acetate Plus Prednisone Therapy in 
Patients With Docetaxel-Treated Castration-Resistant 
Prostate Cancer, J Clini Oncl, 28, 1496-1501 (2010).

９）SK Pal, O Sartor : Phase III data for abiraterone in an 
evolving landscape for castration-resistant prostate 
cancer, Maturitas, 68, 103-105 (2011). 

10）RH Comoglio : Abiraterone and Thrombocytopenia, 
WHO Pharmaceuticals Newsletter, 6, 18-25 (2013).

11）U Pedersen-Bjergaard, M Andersen, PB Hansen : Drug-
induced thrombocytopenia : clinical data on 309 cases 
and the effect of corticosteroid therapy, Eur J Clin Pharma-
col, 52, 183-189 (1997).

12）AI Bishara, KO Hagmeyer : Acute profound thrombo-
cytopenia following abciximab therapy, Ann Pharmacother, 
34, 924-930 (2000).

13）Council for International Organizations of Medical 
Sciences : “Management of Safety Information from 
Clinical Trials”, CIOMS, Geneva, 2005, pp.275-277.

DO YOU KNOW?

腫瘍溶解性ウイルス� 北海道大学病院

武隈　　洋

腫瘍溶解性ウイルスとは，がん細胞内だけで効率よく増
殖し，これを特異的に破壊するウイルスの総称である。増
殖したウイルスは細胞が破壊されたあと周辺に拡散し，さ
らにがん細胞への感染と増殖を繰り返し，がん細胞を次々
と破壊する。さらに宿主の抗腫瘍免疫活性を賦活するとい
われている。多くの腫瘍溶解性ウイルスは，遺伝子の組換
えや外来遺伝子の挿入により正常細胞では増殖しないよう
遺伝子改変されており（一部，自然変異型ウイルスもあり），

高い有効性と安全性を兼ね備える治療法として期待されて
いる。使用されるウイルスには，アデノウイルスや単純ヘ
ルペスウイルス，などがある。ウイルスを利用したがん治
療戦略は古くからあるが，2015年に米アムジェンの「IM-
LYGIC」（一般名：talimogene laherparepvec）がメラノー
マの局所治療に対し米国食品医薬品局（FDA）から承認を
受けたのが，医薬品として初めての腫瘍溶解性ウイルス製
剤である。
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Summary 

Febrile neutropenia (FN) occurs in 3 to 25% of patients with castration-resistant prostate cancer 

(CRPC) receiving docetaxel (DTX) therapy. Thus, whether granulocyte colony-stimulating factor is 

required with this therapy as prophylaxis has not been established. We herein report the efficacy of 

primary prophylaxis with pegfilgrastim after DTX in patients with CRPC. The subjects were 30 

CRPC patients who received DTX at our hospital between January 2013 and October 2017. Twelve 

patients received primary prophylaxis with pegfilgrastim (Peg-G group), whereas the other 18 did 

not (control group). FN developed in 1 (8.3%) and 8 (44.4%) patients in the Peg-G and control 

groups, respectively (P = 0.049). No significant differences were observed in RDI between the two 

groups. The average medical cost per course of DTX was lower in the Peg-G group than in the 

control group. The present results demonstrate that primary prophylaxis with pegfilgrastim is useful 

because DTX induces FN at a high frequency in patients with CRPC, and pegfilgrastim significantly 

reduced its incidence without increasing medical costs. 

Key words：pegfilgrastim, docetaxel, castration-resistant prostate cancer 

 

要旨 

去勢抵抗性前立腺がん（castration-resistant prostate cancer: CRPC）に対する docetaxel

（DTX）療法は，発熱性好中球減少症（febrile neutropenia: FN）の発症率が 3～25%であ

る。この治療法について顆粒球コロニー刺激因子製剤の予防投与の必要性について検討す

る必要があるが，現在その報告はない。そこで今回我々は，CRPC 患者における DTX 療法

のペグフィルグラスチム一次予防投与の有用性について検討したので報告する。対象は当

院において，2013 年 1 月～2017 年 10 月の期間に CRPC に対して DTX が投与された患者

30 例である。ペグフィルグラスチムの一次予防投与を受けた患者（Peg-G 群）は 12 例で

あり，予防投与を受けていない患者（control 群）は 18 例であった。Peg-G 群の FN は 1 例

（8.3%）であり，control 群の 8 例（44.4%）に比べると有意に少ない結果であった（P = 

0.049）。相対治療強度に関しては，両群に有意な差は見られなかった。DTX1 コース当た

りの平均医療費については，有意な差は見られないが Peg-G 群で低かった。この結果よ

り，CRPC 患者に対する DTX 療法は高頻度に FN が発生し，またペグフィルグラスチムは

医療費を増大させることなく FN 発生率を著しく減少させるため，ペグフィルグラスチム

の一次予防投与は有用であることが示唆された。 
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Abstract 
Purpose We evaluated the effect of proton pump inhibitors (PPIs) and H2-receptor 
antagonists (H2RAs) on the efficacy and safety of dasatinib for chronic-phase chronic 
myeloid leukemia (CP-CML). 
Methods Retrospective analyses were performed for patients with CP-CML who 
received dasatinib at seven hospitals between April 2009 and December 2016.  
Results Seventy-three patients were identified, 16 of whom received PPIs or H2RAs 
concurrently with dasatinib. Major molecular response at 12 months was observed in 13 
of 13 patients (100%) with concurrent PPIs or H2RAs (combination group), and in 23 
of 51 patients (45.1%) who received only dasatinib (dasatinib-alone group; P < 0.001). 
Deep molecular response at 12 months was observed in four of six patients (66.7%) in 
the combination group, and seven of 38 patients (18.4%) in the dasatinib-alone group (P 
= 0.027). Dasatinib chemotherapy was stopped after 18 months for 25 patients (43.9%) 
from the dasatinib-alone group, but for none from the combination group.  
Conclusions Combination treatment with PPIs or H2RAs did not reduce the efficacy of 
dasatinib. PPIs and H2RAs reduce the incidence of dasatinib discontinuation due to 
adverse events and increase the efficacy of dasatinib chemotherapy for patients. 
 
Keywords 
Dasatinib, Proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists, Chronic myeloid leukemia, 
Drug-drug interactions 
 
 
 



 

 

病棟薬剤業務と連動した医薬品副作用被害救済制度の申請支援体制 

熊本医療センター 中川義浩 

医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度（以下，救済制度）は，医薬

品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を受けた方に

対して，医療費，医療手当等の給付を行い，被害を受けた方の迅速な救済を目的とす

るものである。独立行政法人国立病院機構熊本医療センターにおいては，平成 28 年 9

月から病棟薬剤業務実施時の積極的な副作用確認および医薬品の安全性情報報告，さ

らには救済制度適応の患者に対しては支援の強化を図った。 

平成 28 年 9 月から令和 2 年 7 月までの 4 年間に，病棟専任薬剤師が把握した副作

用は 349 件（救済制度対象 18 件，支援対象除外医薬品 31 件，使用方法が適正とは認

められない 23 件，詳細不明 28 件，入院を要する程度に該当しない 249 件）であり，

医薬品医療機器総合機構に医薬品安全性情報報告書を 61 件送付した。その内、救済

制度支援は 18 件であり,病棟専任薬剤師による支援は 15 件であった。救済制度支援

の強化を図る前の 2 年間は、医薬品医療機器総合機構に医薬品安全性情報報告書を 13

件送付した。その内、救済制度支援は 1 件であり,病棟専任薬剤師による支援はなか

った。平成 26 年 9 月 1 日～平成 28 年 8 月 31 日までの 2 年間と，平成 28 年 9 月 1 日

～令和 2 年 7 月 31 日の約 4 年間の，当院の PMDA への医薬品安全性情報報告書提出

内容と救済制度の申請状況を表 1 に示す。病棟専任薬剤師が副作用に関わり救済制度

の支援を行うことで，より円滑な救済制度の申請を行うことができると考える。 

 

 

 



 

 

 表１ 医薬品安全性報告書        

  薬品名 症状 性別 年齢 救済制度 発生年月 
1 炭酸ランタン水和物チュアブル錠 S 状結腸穿孔 女性 76   平成 26 年 9月 

2 フェンタニルクエン酸塩舌下錠 ふらつき･意識障害 女性 45   
～平成 28 年 8
月 

3 ニボルマブ注 重症筋無力症 男性 80     

4 フェンタニルクエン酸塩舌下錠 呼吸抑制 男性 66     
5 塩酸セルトラリン錠 セロトニン症候群 女性 24 申請医師   

6 カルバマゼピン錠 中毒疹 女性 85     
7 インフルエンザ HA ワクチン ベル麻痺 女性 22     
8 インフルエンザ HA ワクチン 中毒疹 女性 32     

9 バンコマイシン注 急性腎障害 男性 61     
10 タゾバクタム･ピペラシリン注 急性腎障害 男性 63     

11 アセトアミノフェン錠 肝障害 男性 56     
12 芍薬甘草湯 横紋筋融解症 女性 81     

13 オキシブチニン塩酸塩テープ 癒着性イレウス 男性 76     
14 メトトレキサート錠 汎血球減少症 女性 88 申請薬剤師 平成 28 年 9月 

15 チアマゾール錠 無顆粒球症 女性 43 申請医師 
～令和 2 年 7
月 

16 アンプラーグ･サラゾピリン 皮膚粘膜眼症候群 女性 53 申請医師   

17 セツキシマブ注 間質性肺炎 男性 65     

18 イオパミドール注 
アナフィラキシー
ショック 

女性 70     

19 ビソプロロールフマル酸塩錠 徐脈 女性 89     
20 アビラテロン酢酸エステル錠 好中球減少症 男性 86     

21 バラシクロビル錠 急性腎不全 女性 75     
22 デノスマブ注 顎骨壊死 男性 85     

23 メトトレキサート錠 汎血球減少症 女性 67 申請薬剤師   

24 
ハロペリドールデカン酸エステル
注 

悪性症候群 男性 64     

25 イソニアジド錠 
薬剤性過敏性症候
群 

男性 80     

26 ニボルマブ注 低ナトリウム血症 男性 81     

27 カルバマゼピン錠 
薬剤性過敏性症候
群 

男性 43   
  
  

28 オルメサルタンメドキソミル錠 循環血液量減少性 男性 68     



 

 

ショック･急性腎障
害 

29 
プロクロルペラジンマレイン酸塩
錠 

SIADH 男性 79 申請薬剤師   

30 メトトレキサート錠 汎血球減少症 男性 69 申請薬剤師   

31 カルバマゼピン錠 
薬剤性過敏性症候
群 

女性 64 申請薬剤師   

32 ランソプラゾール錠 血小板減少症 男性 86     

33 デュロキセチン塩酸塩錠 IgA 血管炎 男性 74     

34 メトトレキサート錠 
発熱性好中球減少
症･中毒疹 

女性 89 申請薬剤師   

35 スルピリド錠 ジスキネジア 女性 59     

36 レンバチニブメシル酸塩カプセル 中毒疹･多形紅斑 男性 52     
37 メトホルミン塩酸塩錠 乳酸アシドーシス 女性 85     

38 ガドブトロール注 
アナフィラキシー
ショック 

男性 32 申請薬剤師   

39 フルオロウラシル注 心停止･間代性痙攣 男性  73     

40 イオパミドール注 
アナフィラキシー
ショック･喘息発作 

女性 85 申請薬剤師 

  

41 ニボルマブ注 低ナトリウム血症 男性 81  
42 イオパミドール注 喘息発作 男性 85 申請薬剤師 
43 フルオロウラシル注 心停止･間代性痙攣 男性 73  

44 レンバチニブメシル酸塩カプセル 中毒疹･多型紅斑 男性 52  

45 メトホルミン錠 
乳酸アシドーシス･
急性腎不全 

女性 85  

46 
レボセチリジン塩酸塩錠･メトト
レキサート錠 

汎血球減少症 男性 83 申請薬剤師 

47 エノキサパリンナトリウム注 血小板減少症 男性 83  

48 イオパミドール注 
アナフィラキシー
ショック･低血糖 

女性 78  

49 イオパミドール注 
アナフィラキシー
ショック 

女性 68  

50 エトレチナートカプセル 悪性リンパ腫 女性 88  

51 セフトリアキソンナトリウム注 間質性腎炎 女性 68 
申請薬剤師 
 

52 エルデカルシトールカプセル 高 Ca 血症･腎機能 女性 86 申請薬剤師 



 

 

低下 

53 エドキサバントシル酸塩水和物錠 
急性硬膜下血腫の
増悪 

男性 88 申請医師 

54 セフトリアキソンナトリウム注 
アナフィラキシー
ショック 

男性 81  

55 ランソプラゾール錠 血小板減少症 男性 63  

56 六君子湯 
偽アルドステロン
症 

男性 71  

57 ハロペリドール注 SIADH 男性 73 申請薬剤師 
58 タゾバクタム・ピペラシリン注 好中球減少症 男性 46  

59 アシクロビル注 脳症 女性 85  
60 レボフロキサシン注 CK 上昇 男性 36  

61 セフトリアキソンナトリウム注 
血小板減少症･間質
性腎炎 

女性 68 申請薬剤師 

62 トラニラストカプセル 
アレルギー性膀胱
炎 

男性 76  

63 ベバシズマブ注 尿蛋白陽性 男性 68  

64 バンコマイシン注 薬剤性肝障害 女性 81  
65 イオパミドール注 血圧低下 女性 78  
66 ニボルマブ注 潰瘍性大腸炎 男性 79  

67 ニボルマブ注･イピリムマブ注 
下垂体性副腎皮質
機能低下症 

女性 85  

68 ニボルマブ注･イピリムマブ注 
副腎皮質機能低下
症 

男性 69  

69 ニボルマブ注･イピリムマブ注 斑状丘疹状皮疹 男性 56  

70 ニボルマブ注･イピリムマブ注 
副腎皮質機能低下
症･ALT/AST 上昇 

男性 79  

71 チアマゾール錠 無顆粒球症 女性 46  
72 オルセタミビルカプセル 後腹膜血腫 男性 34  

73 チアマゾール錠 無顆粒球症 女性 64 申請薬剤師 

74 ジアフェニルスルホン錠 
メトヘモグロビン
血症 

男性 87  

 



2019 年度福岡地区国立病院薬剤師会薬学研究会等について 

 

Ⅰ．日時：2019 年 10 月 19 日 土曜日 13:20～17:00 

 

Ⅱ．会場：ソラリア西鉄ホテル福岡 ８階 

  住所：福岡市中央区天神 2-2-43 TEL 092-752-5555 

 

Ⅲ．薬剤部科長協議会（13:20～13:50） 会場名：陽光 部長・副部長のみ 

  1．会長挨拶及び連絡事項 

  2．薬事専門職連絡事項 

  3．質疑応答 

  4．その他 

 

Ⅳ．薬学研究会（14:00～17:00） 会場名：北斗 

  1．開会の辞 

  2．会長挨拶及び連絡事項 

  3．薬事専門職連絡事項 

  4．特別講演（60 分） 14：20～  

  「医療情報システムに関する最近の話題（薬剤業務と AI、ロボット）と医療安全」 

  講 師：奈良県立医科大学附属病院 薬剤部 副部長 池田 和之 先生 

  5. グループディスカッション及び発表（80分） 15：30～ 

   テーマ：医療情報システムによる他職種との情報共有のための活用状況について 

  【概要】 

役職別、年代別のグループに分かれ、特別講演「医療情報システムに関する最近の

話題（薬剤業務と AI、ロボット）と医療安全」を踏まえ、「医療情報システムによる

業務効率化や他職種との情報共有のための活用状況について」をテーマに各施設に

おける医療情報システムの活用状況を共有し、参考になった事例、今後検討したい事

例等の発表 

【当日の進行】 

《グループディスカッション》 15：30～16：20 

６グループに分かれグループ内でディスカッション実施 

《発表及び総評》16：20～16：55 

各グループ３～５分程度で検討内容を発表、質疑応答を行い、全グループ発表後

に適宜全体でのディスカッション、総評等を実施予定 

  6．閉会の辞  

 

Ⅴ．懇親会（17:30～19:30） 会場名 雪 

  懇親会費 5,000 円 



令和元年度 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 ：令和元年12月7日（土） 13：00～16：30 

II. 会 場 ：東彼杵町総合会館   

III. 受 付 ：12：30～ 東彼杵町総合会館  

 

IV. 薬剤部科長協議会  13：00～13：50 総合会館1階 研修室1（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   髙島 伸也（九州医療センター） 

3. その他 

 

V. 薬学研究会   14：00～16：30 総合会館2階大会議室 司会：山下 典子（長崎川棚医療センター） 

1. 開会の辞             小山田 純治（長崎川棚医療センター） 

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   髙島  伸也（九州医療センター）  

  

4. 一般演題   14：20～15：20           座長：小林 宇太郎（長崎川棚医療センター） 

①精神科病院における病棟薬剤業務への取り組み 

肥前精神医療センター 近藤 貴子 

②透析患者の結核発症時における受け入れ－佐賀県結核病床透析医療体制整備事業－ 

                            東佐賀病院 江﨑 由佳 

③低用量トルバプタン投与症例の検討 

長崎川棚医療センター 佐藤 未千世 

④薬剤師の介入により、鎮痛薬の減薬を行った一例 

長崎病院 吉田 裕生 

⑤小児在宅中心静脈栄養に向けて 

                         佐賀病院 末長 芽以 

⑥各がん腫におけるニボルマブ投与患者の投与期間に関連する臨床背景の解析 

長崎医療センター 河野 大希 

⑦新病院移転後の取り組みについて 

                         嬉野医療センター 松山 盛士 

休憩 （10分） 

 

5. 特別講演   15：30～16：30  総合会館2階大会議室 

座長：小山田 純治（長崎川棚医療センター）  

演 題：てんかんの診断と治療 

講 師：国立病院機構 長崎川棚医療センター・西九州脳神経センター長   

 戸田 啓介 先生 

    

6. 閉会の辞             宮﨑 敦（肥前精神医療センター） 

              

VI. 懇親会   

時間：17：00～19：00（受付16：40～） 

会場：泉屋（長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷４９６−１ TEL：0957-46-0305） 

会費：6，000円 

※懇親会費は、当日東彼杵町総合会館受付にて施設単位で取りまとめてお支払い下さい。 



2019 年度 大分地区薬学研究会・薬剤部長協議会プログラム 

 

 

Ⅰ. 日程：2019 年 8 月 31 日（土曜日） 

Ⅱ. 会場：別府医療センター 中会議室  TEL 0977-67-1111 

 

Ⅲ. 受付 12:00～ 

 

Ⅳ. 薬剤部長協議会 12:30～13:20  別府医療センター 小会議室 1 

 

Ⅴ. 薬学研究会 13:30～17:00            司会：別府医療センター 山下 克也 

1.  開会の辞                       別府医療センター 平木 洋一 

2.   会長挨拶および連絡事項   13:30～13:45 

3.   薬事専門職挨拶および連絡事項   13:45～14:00 

4.   指定演題 14:00～14:45          座長：別府医療センター 糸永 智美 

テーマ  「各施設における NST 活動の現状と薬剤師の関わり」 

1. 大分医療センター    14:00～14:10（発表 7分、質疑応答 3分） 

2. 西別府病院       14:10～14:20（発表 7分、質疑応答 3分） 

3. 別府医療センター    14:20～14:30（発表 7分、質疑応答 3分） 

4. 全体討論        14:30～14:45 

 

休憩（15分）  14:45～15:00  

 

5.  特別講演   15:00～16:30            座長：別府医療センター 平木 洋一 

講師：高崎山自然動物園 

             楽猿案内担当班  下村 忠俊 先生 

演題：「高崎山のサル社会」 

 

6.  閉会の辞                   西別府病院 薬剤部長 鈴田 浩孝 

 

 



1 
 

日程表・演題プログラム 

令和元年度宮崎・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：令和元年度１０月５日（土）  １３：００～１６：５０ 

場所：霧島ファクトリーガーデン 志比田増設工場内 ２階 

〒885-0093 宮崎県都城市志比田町 5480 番地 TEL：0986-21-8111 FAX：0986-21-8112 

Ⅰ．受付 １２：００～ 

Ⅱ．薬剤部科長協議会  １３：００～１３：５０ 志比田増設工場内 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 

Ⅲ．薬学研究会  １４：００～１６：５０ 志比田増設工場内２階 司会 津曲 恭一（都城医療） 

 １．開会の辞   北島 久義（都城医療） 

 ２．会長挨拶   中川 義浩（熊本医療 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  １４：２０～１５：４０  座長 竹下 南・大窪 典子（都城医療）  

  １．院内採用薬での同種同効薬の削除         古賀 亮次（指宿医療） 

  ２．当院の調剤過誤削減への取り組み         中禮 希咲（宮崎東病院） 

  ３．共同指導における薬剤部の対応          江原 正博（南九州病院） 

  ４．電子お薬手帳の患者さんに対する当院の対応    五反田 昌子（都城医療） 

  ５．処方情報の受付業務について           津曲 恭一（都城医療） 

～休憩～ 

６．糸球体腎炎における副腎皮質ステロイド単剤療法から免疫抑制剤併用療法移行へのリスク因子

の検討                     森田 真樹子（鹿児島医療） 

７．レジメン監査時における HBV 再活性化リスク対策への取り組み 松石 裕也（都城医療） 

８．宮崎病院におけるＡＳＴ活動についての一考察   河邊 秀幸（宮崎病院） 

  ９．濾胞性リンパ腫に対する Obinutuzumab 初回投与時に Infusion reaction を認め前投薬変更に

より初回コースの投与を完遂できた１例       宮下 裕央（都城医療） 

 ５．特別講演  １５：５０～１６：５０     座長 北島 久義（都城医療） 

  演題：「人材育成について」 

  講師：霧島ホールディングス株式会社 管理本部 総務・人事課 係長 

大野 辰郎 様 

 ６．閉会の辞  植村 隆（南九州病院） 

Ⅳ．懇親会  １７：００～１９：００ 

 会場：霧の蔵ブリワリーレストラン １階ホール席 



令和元年度沖縄地区国立病院薬学研究会 
 

Ⅰ. 日程：令和 2年 1月 25 日（土）15:00 より（薬剤科長・副薬剤科長は 14:00 より） 

 

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：中山 洋輔 （琉球病院） 

1.開会の辞                宮古南静園 阪元 孝志 

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  

4.薬学研究会                       

    テーマ「新時代への薬剤師の流儀 

－更なる後発医薬品の使用推進を考える－」 

 

第 1 部 一般発表 沖縄地区 4施設からの後発医薬品使用推進取り組み報告  

オーガナイザー：上原 智博（沖縄病院） 

① 沖縄愛楽園  古川 和弘 

② 琉球病院   高田 正温 

③ 沖縄病院    山形 真一 

④ 宮古南静園  阪元 孝志 

 

  第 2部 特別講演                                 座長：阪元 孝志（宮古南静園） 

「バイオシミラーの現状と今後の課題」 

宮崎大学医学部附属病院 薬剤部 教授  

宮崎県病院薬剤師会 会長   池田 龍二 先生 

 

 総評 中川 義浩 会長 

 

閉会の辞 沖縄愛楽園 薬剤科長  有川 仁 先生 

 

 

 

 

（お知らせ）本研修会は、日病薬病院薬学認定制度の研修単位（Ⅱ‐3）1単位となります。 

懇親会会場：居酒屋 一松   18 時 30 分～ 

沖縄県中中頭郡西原町字上原 158-1-102 TEL 098-944-2439 



令和元年度 スキルアップ研修報告 

 

学術研修部 

小園 亜希（熊本再春医療センター） 

 

１.はじめに 

 令和２年２月１日（土）、国立病院機構九州医療センター講堂にて、学術研修部が主催するスキルアッ

プ研修会が開催され、９９名（２６施設）が参加しました。今年度は、病院薬剤師にとっての臨床研究、

また、地域医療に貢献するための必要な知識を学べる場としてプログラムを追加しました。以下に、本研

修会の概要を紹介します。なお、本研修会の講演資料は、九州地区国立病院薬剤師会ＨＰに掲載していま

す。 

 

２.目的：各領域における薬物治療・地域包括ケアシステム・臨床研究に関する基礎的な知識を習得 

することを目的とする。 

 

３.対象者：各領域における薬物療法・地域包括ケアシステム・臨床研究に興味がある方 

（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） 

 

４.研修プログラム 

①周産期と薬           

九州大学病院 総合周産期母子医療センター        坂井 淳彦 先生 

   ②肺炎を診る ～誤嚥性肺炎からみる診療の全体像～ 

         熊本医療センター    

感染症内科部長／国際医療協力室長            小野 宏  先生 

③薬剤師力を育むリサーチマインド ～臨床研究はこうやってやる～ 

        福岡大学薬学部 臨床薬学教室              林  稔展 先生 

   ④地域包括ケアシステムの主人公に求められる病院薬剤師の役割とは 

        霧島市立医師会医療センター 

副薬剤部長／がん診療相談支援室長            岸本 真  先生 

   ⑤食生活と目まぐるしく変化する糖尿病治療について 

        九州大学大学院医学研究院神経内科学教室  

        久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝部門        今村 友裕 先生 

 

 

 

 

                                    写真 講義風景 

（左：小野先生） 



５．おわりに 

 本年度は、薬物療法が主体である周産期・感染症・糖尿病領域の疾患、そして、臨床研究の推進、地域

包括ケアシステム構築という分野でご活躍されている先生方を講師としてお招きしました。各領域の疾

患では、それぞれのガイドラインの根拠となる資料や文献などを示していただき診療・治療の実際につ

いて、また、薬剤師が臨床研究を進めていく上でのポイントを、そして、地域包括ケアにおける薬剤師の

役割については、実例を交えて講義をしていただきました。 

本年度も、本研修会に興味を持った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、さらに役立つものと感じていただいたようですので、多くの先生方のスキ

ルアップとチャレンジ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

の業務にお役に立てる内容で研修会を継続していきたいと考えておりますので、ご活用いただけると幸

いに存じます。 

最後に、新型コロナウイルス感染拡大が懸念される中、参加された先生方には感染予防にご協力いただ

き誠にありがとうございました。 

 

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。 
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霞が関だより（NHO 本部出向編） 

 

国立病院機構本部 総合研究センター 治験研究部 治験推進室 

谷口 実由須 

1．はじめに 

 2018 年 4 月より、国立病院機構本部に出向して約 2年 5ヶ月が経ちました。本部で私が携わ

っている主な業務は、中央治験審査委員会（NHOCRB）事務局です。この業務は、医療機関で治験

業務にご尽力いただいている方々がいるからこそ活きてくる業務であり、本部と医療機関がお互

いに協力することで NHO の治験をより活性化できると思っています。 

本稿では、機構本部での私の業務について紹介させていただきたいと思いますが、日頃感じて

いることなども共有できれば幸いです。 

  

2．国立病院機構本部における私の業務について 

 国立病院機構本部 総合研究センターは、治験研究部、臨床研究統括部、臨床研究支援部、診

療情報分析部の 4つの部で構成されており、医師、看護師、薬剤師、事務職が総勢 34 名で働い

ています。その中で薬剤師は 4名いて、治験研究部または臨床研究統括部に所属し、それぞれ、

中央治験審査委員会または中央倫理審査委員会等を中心になって運営しています。 

治験研究部 治験推進室に所属している私の業務について、具体的に紹介させていただきま

す。 

○中央治験審査委員会事務局業務 

私のメインの業務として、NHOCRB 事務局業務があります。国立病院機構の運営方針の 3本柱

の一つである「治験・臨床研究の推進」を推し進めるため、本部に NHOCRB を設置し、治験の科

学的・倫理的な観点から審査を行っています。各医療機関で設置している治験審査委員会

（IRB）とは異なり、NHOCRB では 1件の治験課題について複数医療機関分の審査を行うことで、

あたかも 1医療機関のように効率的に審査を行うことが可能となります。NHOCRB では、1件の治

験課題に対して、10 を超える医療機関から審査の依頼を受けることも少なくありません。現

在、毎月およそ 50課題分の審査を行っています。 

また、NHOCRB では有害事象報告など、被験者の状況は審査資料のみから把握するしかないた

め、委員が理解しやすく適切に審査を行うために、私達事務局が NHOCRB 開催前には医療機関の

皆様に直接電話などで詳細な状況を確認させていただくこともあります。 

 ○新規治験の参加意向調査（feasibility 調査） 

新規治験の参加意向調査は、治験依頼者が新規治験を依頼しようとする時に、どの医療機関で

実施するかを探索する目的で行われる調査です。ＮＨＯＣＲＢ事務局は、全国の医療機関（141

病院）に対して、治験参加の希望や、対象となり得る患者数、医療機関の治験実施体制等につい



て、アンケート調査を行っています。最近のアンケート調査の傾向として、特に治験の候補とな

る患者数については確かな根拠に基づいた、より精度の高い回答を求められており、私達は、本

部の情報システム統括部が管理しているデータベースから、医療機関毎の対象疾患患者の概数

や、ある薬剤を投与されている患者数、ある検査や手術を行った患者数などを確認し、ＮＨＯの

各医療機関が 1病院でも多く治験依頼者から治験実施施設として選んでいただけるよう、日々努

力しています。 

○治験依頼者への営業活動 

今年度は COVID-19 の影響により、企業へ訪問することが出来ず、専ら Web やメールでのコミ

ュニケーションが中心になっていますが、毎年 10～20 社程度、直接企業へ訪問し、ＮＨＯの治

験実績や治験体制についてアピールしています。開発担当の上層部の方々の意見を伺える機会は

大変貴重で、治験依頼者のＮＨＯへの要望をストレートに感じることができます。私は本部に出

向してくる前、CRC として仕事をしていましたが、あくまで 1医療機関の CRC として仕事をして

いて、NHO グループの 1人だという自覚があまりなかったように思います。本部に出向して気が

ついたこととして、治験依頼者はＮＨＯの各医療機関をそれぞれ独立した病院と捉えるよりも、

むしろ NHO グループの医療機関の 1つとして見ているのだ、ということがわかりました。たとえ

ば、実績やコストに関しても、NHO の医療機関のトータルの数字を見て評価されています。だか

ら、私たちは治験依頼者の要望に応えるために、医療機関同士で、より密に情報共有し、フォロ

ーし合っていく必要があると考えています。 

○医療機関支援業務（治験の進捗確認） 

本部では医療機関からの相談対応や、治験の進捗確認などを行っています。医療機関への支援

については、本部からも積極的に情報発信するようにも努めていますが、個人的にはまだまだ力

不足を感じている部分でもあります。医療機関の思いをきちんと把握出来ているのか、いつも考

えています。是非、現場の率直な意見を聞かせていただけると嬉しいです。 

また治験依頼者は、「治験のスピード・質・低コスト」を求めているため、本部では各治験の

症例組み入れ（エンロールメント）のスピードを重視して声掛けを行なっています。組み入れが

難渋する治験では、医療機関同士で情報共有出来る場を設けたりする取り組みも行っています。 

他にも、治験依頼者による直接閲覧の対応や、治験用パンフレット（主として営業用）の作

成、本部主催の治験・臨床研究に関する各種研修に関する業務などがあります。 

  

3. 最後に 

 職場の雰囲気についても、少しですがお伝えしたいと思います。本部に勤務している人は、

その多くが各グループからの出向者ですので、各地域のご当地に関する情報交換も面白いです。

時折繰り広げられるケンミンショーを楽しんでいます。仕事以外においても、視野が広がったよ

うに思います。 



本部治験推進室のメンバーは、これを読んでくださっている医療機関の薬剤師と同じ NHO の職

員ですので気兼ねする必要は全くありませんし、医療機関で CRC を経験してきた人も多く、皆さ

んが困ったり、悩んだりすることがあれば、気軽にご連絡いただけると、お役に立つこともきっ

とあると思います。 

今回の出向に関して、貴重な経験をする機会を与えてくださいました先生方に感謝申し上げま

す。今後も精進して参ります。 



役　職 名　前 施　設 職　名

1 会長 橋本　雅司 長崎医療センター 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 薬剤部長

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（財政部） 山脇　一浩 福岡病院 薬剤部長

9 理事（総務部） 古海　和博 西別府病院 薬剤部長

10 理事（総務部） 松元　俊博 九州がんセンター 副薬剤部長

11 理事（総務部） 福石　和久 九州医療センター 副薬剤部長

12 理事（学術研修部） 山形　真一 沖縄病院 薬剤部長

13 理事（学術研修部） 小園　亜希 熊本再春医療センター 副薬剤部長

14 理事（学術研修部） 川俣　洋生 九州医療センター 副薬剤部長

15 理事（学術研修部） 津曲　恭一 都城医療センター 副薬剤部長

16 理事（学術研修部） 谷口　潤 鹿児島医療センター 副薬剤部長

17 理事（広報部） 鈴田　浩孝 福岡東医療センター 薬剤部長

18 理事（広報部） 鶴﨑　泰史 東佐賀病院 薬剤部長

19 理事（広報部） 鈴山　直人 佐賀病院 副薬剤部長

九州地区国立病院薬剤師会　役員名簿



 
皆さま、お世話になりました。この度、福岡東医療センターを最後に定年退職いたしまし

た。無事に定年を迎えることができましたことは、ひとえに皆様の公私にわたる温かいご指
導ご支援の賜と心から感謝申し上げます。 

 
思い返せば、国立嬉野病院に非常勤として入職した当時、外来、入院調剤に追われる日々

で「調剤・製剤：モノ」に対する業務でした。数年後、薬剤管理指導業務が開始され院外処
方箋の発行が進み入院患者中心の業務「服薬指導：ヒト」に対する業務に代わりました。そ
して、近年では病院内での抗がん剤無菌調製や様々なチーム医療での活躍が進み、地域では
「薬薬連携」が進み地域との連携が重要視されてきました。私が長崎川棚医療センター勤務
中は国立病院機構初の「訪問看護ステーション」開設に伴い「訪問薬剤指導」も経験しまし
た。いわゆる、「薬薬連携・在宅医療：ヒト地域」です。また、このように「モノからヒト・
地域」へ大きな変革期に身を置き薬剤師人生を終えることが出来たのはとても幸せなこと
だと思います。 

 
４月からは、縁あって佐賀市内の公立病院で勤務しております。コロナ渦の中で福岡東医

療センターと同じ第一種感染症指定医療機関でもあるため、「レムデシビル」や「ファビピ
ラビル」の使用申請や問い合わせ対応しながら、玄関先でのトリアージにも参加する日々で
半年が過ぎました。国立病院機構時代は転勤があり出来れば移動したくないと思っていま
したが、スタッフが多い今の職場では人間関係も様々で、スタッフの相談に関わっていると
転勤も必要かなと感じるこの頃です。そして、国立病院機構の経営方針やネットワークは他
に類を見ない洗練されたものだと痛感しました。私は、国立病院機構で定年まで勤務できた
ことを誇りに思います。是非、皆さんも機構で勤務することを誇りに感じて勤務して頂けれ
ばと思います。 

 
60 歳を超えると急に疲れを感じるようになってきましたがもう少し老体に鞭打って頑張

ります。皆様もお身体に十分気を付けてお過ごしください。 
 
また、みんなでお酒を酌み交わし乍ら、話に花を咲かせることができることを楽しみにし

てます。 
 
 
                                 草葉 一友 
 



国立病院、国立病院機構で勤務して思うこと 

 

北島 久義 

 

今年の 4月に定年退職いたしました北島です。在職中は皆様にさまざまなご支援、ご指

導をいただき、感謝しております。 

 

私が最初に就職した病院は、大規模な病院ではありませんでした。その頃の私は、自分

の可能性を広げられるような総合病院で仕事をしたいと考えており、今で言うと、九州医

療センターや熊本医療センターなどの大きな施設や大学病院を望んでいました。甘い考え

の若い私は総合病院に身を置けば、仕事の環境が整っていて、より多くの学べる機会があ

り、私自身が変われるものと思っていたのです。でもそんな私も 10施設経験し定年を迎

えました。 

 

 最初の病院は望んだ病院でありませんでしたが、未熟な私を先輩方は見守り助けてくだ

さいました。地区勉強会や九州地区勉強会での若い薬剤師の発表、懇親会での他病院の薬

剤師先生との出会いと指導に勇気づけられて、定年を迎えるまで続けることができまし

た。転勤は大変だと考えられる方もおられるでしょうが、私は 10 施設それぞれで毎回新

たな気持ちで仕事ができ、更に仲間も増え理解者を得て、これこそ受け身ではないスキル

アップに繋がったのではないかと考えます。 

 

 国立病院機構はどこよりも多くの薬剤師数と特色のある施設を有しています。その個々

の施設での組織と環境の中で常に仲間と学びながら、チーム医療に携わることができる職

場と考えます。 

 

 最後に、各施設のご発展と会員皆様のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

本当にありがとうございました。 



編集後記 

 

2019 年 12 月、中国湖北省武漢市で新型コロナ感染症（COVID-19）のアウトブレイクが発

生し、全世界での感染症者数は 2０００万人を超え、死亡者数も 8０万人に上っている。日

本では、新型コロナの感染症の流行により２０２０年４月７日に緊急時停宣言が発令され、

５月２５日に解除されました。しかし、依然として複数の地域で散発的なクラスターが発生

し、第１波時よりも多くの地域で多数の感染者が報告され依然として猛威を振るっていま

す。また、６万人を超える感染者が報告され、残念ながら千人以上の方がお亡くなりになり

ました。今、私たちは特別の注意を払いながら生活を続けていかなければなりません。 

 

このような新型コロナ感染症の影響で今年度の総会は、メールでの開催となり、研究会は

残念ながら中止となりました。今回、担当していただいた九州がんセンターの先生方には中

止となりましたが研究会の運営の準備等に御協力いただきありがとうございました。また、

令和２年７月豪雨では、被災地へ DMAT、医療班として現地へ赴き業務された薬剤師の先生

方お疲れ様でした。 

 

さて、今回の会誌では新型コロナウイルス対応について特集されています。新型コロナ感

染症は、感染力が大きく、治療・予防法が確立しておらず、手探り状態での対応となってい

る中、コロナ患者受け入れに際して、病院薬剤部として薬剤などの事前準備、受け入れ前後

の対応・業務構築。自分も感染する危険性がある不安と恐怖の中、ダイヤモンドプリンセス

号での活動報告は、今後の緊急時対応について参考になると思います。 

 

最後に、病院薬剤師が主人公の連続ドラマ「アンサング・シンデレラ」見ましたか？  

一応、アンサング(unsung)は、歌われない、陰の、報われない、縁の下の力持ちみたいな意

味だそうです。知人より紹介され漫画を読みましたが、ドラマになってびっくりしています。

ドラマも新型コロナ感染症の影響を受け開始が遅れましたが、無事に７月から放送が開始

されました。このドラマを見た多くの人に病院薬剤師に興味を持ってもらって、将来病院薬

剤師を希望する人が増えるといいですね。 

 

最後に会誌の発刊にご協力いただきました先生方には厚く御礼申し上げます。 

 
 

福岡東医療センター 鈴田 浩孝 
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