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独立法人国立長寿医療研究センターに就いて 
～国立長寿医療研究センターでは薬剤師に何が求められるのか？～ 

 
国立長寿医療研究センター 薬剤部長  伊藤 一弘 

 
 国立高度医療専門センター（NC）に属する独立行政法人国立長寿医療研究セ

ンターに平成 24 年 4 月より勤務しています。最初に院長より「研究」が「業務」

の一部である旨の訓辞を受けました。勤務当初は通常業務をこなしつついつも

頭の片隅には「研究」という言葉を意識していました。平成 24 年 4 月 25 日、

最初の診療医長会議（NHO の管理診療会議にあたる）にて前年度実績、今年度

目標をプレゼンすることとなり、資料をまとめました。その中で前年度および

今年度の「研究」業績のまとめ、薬剤部での「研究」業績について確認するこ

とができました。そこで私の中では「研究」から研究へと変化したように思い

ます。日常業務の中より話題を探し出し、研究業務へと進めていく工夫をする

こと、実際には色々なアイディアを出して形としていくことであり困難ですが

可能と理解できたような気がしました。 
その資料をまとめプレゼンした後に、平成 24 年度より始まった病棟薬剤業務

加算の取得は可能か否かの検討に入りました。薬剤部の業務量、薬剤師数等の

検討、病棟薬剤業務の内容の検討等を薬剤部内にて繰り返し行い、最低 1 名増

員の条件にて事務部総務部長、病院長の了承を取り付けることができました。

増員分は前倒しに行うこととなり、NHO 東海ブロックの了承も取れ公募しまし

たが、実際には応募はありませんでした。しかし、半年間限定 1 日 4 時間、週 2
日勤務の非常勤薬剤師の確保はできました。主任 1 名欠員、増員分 1 名欠員、

前述の非常勤薬剤師の確保ができた状態にて平成 24年 8月より病棟薬剤業務加

算の算定を始めました。月 1000 件から 1200 件ほどあり、かなりの収入増とな

ります。また、病棟薬剤業務加算開始に伴い一時的に薬剤管理指導件数は落ち

ましたが、年度初めの目標件数はクリアすることができました。病棟薬剤業務

と薬剤管理指導業務はリンクするものであり、薬剤管理指導件数は増加してい

ます。病棟薬剤業務加算を取得して 1 年以上たちますが、維持するための努力

は続けています。また平成 26 年度分として薬剤師増員 1 名を獲得し、昨年と同

様に前倒しの増員が認められています。公募中ですので応募者があればいいの

ですが。 
国立長寿医療研究センターでは国の施策として在宅医療が身近に感じられま

す。平成 24 年度より愛知県薬剤師会知多地域の開局薬剤師とのワーキンググル

ープ（WG）の会合が 2 ヶ月に 1 回、知多薬剤師会主催にて開催され参加してき

ました。その中で保健調剤薬剤師と病院薬剤師との話し合いを重ね薬薬連携の
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基礎作りをし、在宅医療への薬剤師が関わっていけるような環境作りをしてき

ました。薬剤師職能を発揮してこそ巷で囁かれている薬剤師不要論を払拭する

ことできます。在宅医療の中で薬剤師ができること、薬剤師でなければできな

いことをアピールし、薬剤師の存在価値を示していかなければ薬剤師の未来は

ないと危機感を持って、在宅医療に参加しなければ薬剤師の未来は切り開けま

せん。目指しているのは、病院薬剤師と保健調剤薬剤師の連携だけではなく、

病院薬剤師間での在宅医療に関する認識も含めた連携です。平成 25 年 6 月、8
月と 2 回愛知県病院薬剤師会知多支部病院在宅ワーキングを開催しました。知

多地域病院薬剤師の在宅に関する興味はまだ薄いことの確認ができましたので、

地域連携を進めていき在宅医療の中での薬剤師の存在意義を訴えるように努力

していくつもりです。地域の中で他職種との連携をはかり、在宅医療グループ

の中に薬剤師が職能を発揮できるよう環境作りをしています。そのため国立長

寿医療研究センターとして地域薬剤師会との連携により結果を出し、知多地域

に広げられるように努力していくつもりです。 
物忘れセンター外来における薬剤師外来を平成 25 年 1 月より進めています。

しかし充分な人数を当てる余裕がなく、物忘れセンター病棟の病棟薬剤業務の

合間に実施しています。そのため担当薬剤師には多大の負荷を背負わせている

のが現状です。この業務も在宅医療に結びつくものであり、薬剤師の職能を示

せる業務の 1 つとして充実したものにしていきたいと思っています。 
日常の薬剤師業務の一部として在宅医療、薬剤師外来等を充実させ、さらに

臨床研究のテーマとしていければ、薬剤部での研究になると信じています。 
国立病院薬剤師の皆さんも在宅医療への薬剤師の参加を考えてみてください。

平成 24 年における一般病床：109 万床、療養病床：24 万床、介護施設：98 万

人分、居宅系サービス：33 万人分、在宅サービス：320 万人分の報告がありま

す。高齢者 65 歳以上の人口が 2025 年には 3657 万人、2042 年には 65 歳以上

高齢者は 3878 万人のピークを迎えると予測されています。これら高齢者すべて

が対象になるわけではありませんが、受け入れ施設の数と照らし合わせれば在

宅医療を充実させなければ高齢者社会に適応できなくなってしまいます。これ

からの高齢化社会に対応していく在宅チーム医療において薬剤師が欠かすこと

のできない職種になっていくことを願っています。 
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国立病院機構天竜病院薬剤科紹介 

 

浜松市は地方自治法で定められた政令指定都市で大都市の一つを意味する

のですが、当院は、その浜松市の天竜区と浜北区の境界線上に位置しています。

当院へお越しいただくには、ＪＲ浜松駅より遠州鉄道に乗り換えていただき、西鹿

島駅で下車し、急な山道をたった約 20 分間歩くことで到着いたします。車でお越し

の方は、新東名高速浜北インターより約 7 分で来ることも可能です。いかがでしょ

う？非常にアクセスもよく都会的ではないでしょうか？ 余談ですが・・・。先日、午

前のハードの仕事を終え昼食の時でした。屋根の上に人影があったので、作業し

ているのか？ご苦労さまと思い、よくよく見ると・・・。猿の家族？が連れ立って歩い

ていたのでした・・・。絶句してしまいました。 

さて、このままでは、病院や薬剤科の紹介もせずに終わってしまいそうですので、

本題に・・・。 

当院の機能は病棟別にみるのがわかりやすいので、６階建ての下の部分から紹介し

てみます。1 階と 2 階は重症心身障害児・者の方々の病棟です。3 階と 4 階は、神経難病

を中心とした成人の障害者の方々の病棟で、人工呼吸器をつけた患者さんがたくさん入

院しています。5 階は、全国でも珍しいこどもの心に特化した精神科病棟です。6 階は構

造的に南側と北側に分かれます。南側は内科（とくに呼吸器、内分泌など）の患者さんが

入院され、北側は結核患者さんの療養の場となっています。 

当院の病棟は平成 24 年 2 月に免震構造をもち竣工されました。薬剤科のある外来棟

は昭和 54 年 2 月に定礎されたとのことです。このギャップが何とも言えない良い雰囲気を

作っています？？ 

当薬剤科は、薬剤科長以下総勢 5 名の薬剤師で、日々の厳しい業務をこなしています。主な業務は調剤・注射

薬業務、薬剤管理指導業務、ＤＩ業務、各種委員会活動、諸管理業務などなどです。 

薬剤科内の調剤機器は、最新鋭機種が装備され（特に散剤分包機は今年度（平成 25 年度）に購入したばかり）、

ＬＡＮ化されています。やはり、新しいものは良いなー。但し、薬袋印字機はありません。残念！（平成 25 年 11 月

現在） 

しかし、平成 26 年 3 月より、電カル化されるため、だいぶ様子が変わることとなります。当然、薬袋印字機も入り

ますし、より近代化されていきます。 

今はとても大変ですが、薬剤科員皆が同じ方向性で結束し、日々の業務に加え、電カルの準備のための各種

ワーキンググループ活動などで活躍しています。 

新しい未来のために、薬剤科員総出で頑張り乗り越え、薬剤科発の適正な医療が提供できるように努力してい

ます。 
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教育研修委員会の活動報告 

 

東名古屋病院 

吉田 昌生  

 

 平成 25 年度前半（4 月～11 月）の教育研修委員会の活動について報告します。 

  

○平成 25 年 5 月 10 日（金） 第 1 回コアメンバー会議（参加者 6 名） 

 名古屋医療センター 臨床研究支援室 

6 月 1 日～2 日に開催される採用薬剤師研修会のため事前打ち合わせを行いました。今年度は研

修生が 30 名以上と前年度の倍の規模の研修会となるため、実施計画書のタイムスケジュールやセッ

ションの見直しに始まり、タスクや後方支援スタッフの人員確保、研修生の交通手段（配車）、備品や

食材・飲み物の調達などの作業分担について検討しました。 

 

○平成 25 年 6 月 1 日（土）～2 日（日） 平成 25 年度採用薬剤師研修会  

       グリーンプラザみやまコーテジ村（岐阜県山県市） 

みやまコーテジ村を利用しての開催は 3 回目となります。今回

は研修生 33 名、スタッフ 25 名、外部講師 1 名（エーザイ株式会

社：久田邦博先生）の総勢 59 名となり、コーテジ村の施設を貸

し切っての開催となりました。研修生の構成は新卒者 22 名（男

11 名、女 11 名）、既卒者（中途採用含む）1１名（男 3 名、女 8

名）という状況でした。研修会の内容としては、新卒者と既卒者

を混成した 5 グループに分け、例年と同様に薬剤管理指導業務

の基本的な取り組み方、考え方、技法についてのワークショップ、及びエーザイ株式会社の久田邦博

先生にコミュニケーション講義をお願いいたしました。研修生からの評価は、土日の宿泊開催であるこ

とや交通アクセスについてなどマイナス意見もありましたが、「ワークショップ」、「コミュニケーション講

義」、「バーベキューによる意見交換会」どれも好評を頂いたものと思います。（東海北陸国立病院薬

剤師会ホームページの当会「書庫」に実施報告書を掲載しています。是非ご覧下さい。） 

また、今回新たな試みとして、中堅薬剤師研修会を受講され

た 3 名の先生にタスクフォースとしてご参加いただきました。実際

の研修会に参加し、実践することでファシリテ-ションスキルにつ

いての理解を深めていただけたものと思っております。今後も本

研修会を新卒者の教育の場、中堅薬剤師の育成の場として、よ

り実りのある研修会になるよう企画したいと思います。 
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○平成 25 年 8 月 5 日（月） 第 2 回コアメンバー会議（参加者 8 名） 

 名古屋医療センター 薬剤科  

6 月に開催されました東海北陸国立病院薬剤師会の委員会にて委員長、副委員長の交代が

決まり、新たなメンバーを迎えて初めてのコアメンバー会議を行いました。議題としては①平成 25

年度採用薬剤師研修会の改善（反省）事項、②平成 26 年度採用薬剤師研修会について、③

第２回中堅薬剤師研修会について、④自己評価プログラムの継続についてなどを検討いたしま

した。 

まず、採用薬剤師研修会ですが、先述しておりますように今年度はとても規模の大きな会とな

りました。またキャンプ場での開催のため、後方支援スタッフ（主に食事準備）も必要となります。

顧問として参加いただきました大先生方にもご尽力頂戴しました。準備は大変ですがバーベキュ

ーも好評のため、平成 26 年度も「みやまコーテジ村」での開催を予定しています。本年同様、新

規採用者が約 30 名見込まれており、スタッフも大勢必要になります。是非ご協力よろしくお願い

致します。 

次に中堅薬剤研修会ですが、第 2 回は 2 月中旬に、前回同様「ファシリテーションスキルの習

得」を目指した内容で検討しています。前回の研修会より、より良いものとなるよう現在コアメンバ

ーで研修計画を作成しています。 

自己評価プログラムについては、設問、評価選択枝等を見直し、今後も継続していくことにな

りました。 

 

○学会報告 

① 平成 25 年 11 月 9 日 第 67 回 国立病院総合医学会（石川県金沢市） 

東海北陸国立病院薬剤師会教育研修委員会活動報告（６） 

- ファシリテーションスキルアップを目指した中堅薬剤師研修会 - 

     渡邉幸雄、小西友美、平野隆司、吉田昌生、中村卓巨、薄雅人、 

熊谷隆浩、久田邦博、犬飼直也 

 

② 平成 25 年度 11 月 10 日 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学

術大会 2013（三重県鈴鹿） 

 グループワーク形式で行った入職者研修の成果 

  清真緒、小西友美、竹内正紀、渡邊幸雄、小林加奈、吉田昌生、 

平野隆司、熊谷隆浩、犬飼直也 
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平成 25 年度 採用薬剤師研修会 参加者 
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学術研究委員会活動報告 

金沢医療センター  

林  誠  

1.平成24年度研究実績の収集・公開  

研究に対する会員のモチベーションアップのために平成24年度研究実績を収集し、ホーム

ページ内で公開した。  

原著論文、和文総説・著書 48報（昨年度23報）  

学会発表 100題（昨年度83題）  

本年度特筆すべきは,英文原著論文が8報あったことである。より質の高い研究にするため

には論文として残すだけでなく、インパクトファクターの高い雑誌に投稿することが重要

である。東海北陸国立病院薬剤師会会員の研究に対する高い志の現れであると考えられた。 

 

2.小委員会研究実績  

①第67回国立病院総合医学会（平成24年11月8-9日） 

 シスプラチン肝動注療法におけるデキサメタゾンを使用した制吐管理に関する検討  

○彦坂 麻美、島田 泉、阿部 康治 

国立病院機構金沢医療センター 薬剤科 

②第67回国立病院総合医学会（平成24年11月8-9日）  

パクリタキセルによる末梢神経障害に対するラフチジン効果の検討  

◯河井恵実里1、島田 泉 1、井上 裕貴 2、間瀬 広樹 3、石川 友貴 4、山谷 明正 5 

阿部 康治 1  

国立病院機構豊橋医療センター薬剤科1、国立病院機構名古屋医療センター薬剤科2、 

国立病院機構金沢医療センター薬剤科3、国立病院機構三重中央医療センター薬剤科4  

国立病院機構医王病院薬剤科5 

 

第 67 回総合医学会では薬剤薬理ポスター7 セッション中 3 セッションで、東海北陸国立病

院薬剤師会の演題が選出された。 

 

3. コアメンバー会議 

2013 年 10 月 19 日に第 1 回コアメンバー会議を行い、小委員会の進捗状況と、今後の活動

方針について話し合った。共同研究を推進するうえでの障害となることを議論し、各施設

へのアンケート調査を行うこととなった。 

学術研究委員会の目的を明確にすることが、今後の活動に影響するとの結論となり、コア

メンバーでの意識統一を図った。 
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業務推進委員会活動報告（平成２５年１１月） 

 

金沢医療センター 

 長岡 宏一     

 

 

平成２５年３月以降の業務推進委員会の活動について、いくつかピックアップして報告した

いと思います。先ずは、平成２５年５月１１日に金沢医療センター附属金沢看護学校において

開催いたしました第３回フィジカルアセスメント研修会（北陸ブ

ロック）について報告します。今回のフィジカルアセスメント研修

会では、実践を含めた心電図の読み方から心音の聴診まで

について、金沢医療センター臨床研究部長 阪上学先生にご

指導いただきました。 

本研修会には２１名もの多くの北陸ブロックの先生方に参加

していただきました。これは、研修会前後で実施したアンケー

トの結果（以下のアンケート結果参照）も示すように、「心電図

の読み方」に関して非常に関心が高かったためと考えていま

す。また、同アンケートの結果から、８１％の方が講義の内容

を理解できたと回答をいただき、阪上先生による分かりやす

い丁寧なレクチャーを受けることができた貴重な時間であっ

たと考えています。それに対して、実践で心電図をある程度

読むことができそうと回答した方は５７．１％に留まったことから、

心電図を読む機会を出来るだけ沢山用意する必要性がある

ことがわかりました。しかし、東海北陸国立病院薬剤師会（以

下 THP）で開催できる研修会には開催可能な回数の問題も

あり、数多くの機会を提供することは困難ですので、会員の先

生方には、このような研修会

を自己研鑚のきっかけと考えていただけることを期待したいと

思います。是非、臨床現場で患者さんの心電図を積極的に

見ていただき、経験を積み今回の研修を実のあるものしてい

ただきと考えています。 

今後も業務推進委員会では、このような自己研鑚のきっ

かけ作りの研修会を開催していきたいと考えていますので、ご

期待下さい。 
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◇ 第３回フィジカルアセスメント研修会（北陸ブロック）アンケート結果から ◇ 
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◇ これまでのフィジカルアセスメント研修会のアンケート結果から ◇ 

 

 

その他にも業務推進委員会では、次のような活動も行いましたので、簡単に報告いたしま

す。是非、THPのホームページ（以下 HP）にアクセスしてみて下さい。 

①平成２５年６月 7日に、私たちの仲間の素晴らしい活動について HPの書庫に掲載いたしま

した。 

掲載した活動は↓↓↓     

◇ 「妊娠と薬相談」            長良医療センター    野村美枝先生 

◇ 「ＮＩＣＵ病棟専従薬剤師の活動」  三重中央医療センター 小西友美先生  

②平成２５年６月１１日に、抗がん剤説明書一覧を HPの書庫に掲載いたしました。 

 

③平成２５年６月１４日に、２０１３年版チーム医療関連担当者リストを HP の書庫に掲載いた

しました。 

 

現在、業務推進委員会では平成２５年度分のＱ＆Ａ収集、病棟薬剤業務実施加算算定

支援のための調査及び院内製剤支援活動（処方内容、同意書、倫理委員会提出資料等の

収集）も進行中です。次回はその成果について報告したいと思っていますので、これからも業

務推進委員会の活動にご協力よろしくお願いいたします。 

♪♪♪ 業務推進委員会では、やって欲しいことを募集しています。 ♪♪♪ 
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No
Yes

ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方

効果
判定

効果あり効果あり 効果不十分効果不十分

7日間追加

投与終了

7日間追加

投与終了
薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

ＭＮＺ禁忌（＊1）ＭＮＺ禁忌（＊1）
No

Yes

ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方

効果
判定

効果あり効果あり 効果不十分効果不十分

7日間追加

投与終了

7日間追加

投与終了
薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

ＭＮＺ禁忌（＊1）ＭＮＺ禁忌（＊1）

ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方

効果
判定

効果あり効果あり 効果不十分効果不十分

7日間追加

投与終了

7日間追加

投与終了
薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方ＭＮＺ 500㎎×3回 7日間処方

効果
判定

効果あり効果あり 効果不十分効果不十分

7日間追加

投与終了

7日間追加

投与終了
薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

薬剤変更
VCM 125㎎×4
回 14日間

ＭＮＺ禁忌（＊1）ＭＮＺ禁忌（＊1）

Clostridium difficile infection 治療の標準化による経済効果の検討 
                      金沢医療センター 安達尚哉 
【諸言】 
本邦において、バンコマイシン散（以下 ＶＣＭ）のみが Clostridium difficile infection （以

下 ＣＤＩ）治療薬として保険適応であったが、諸外国では、重症例を除き、メトロニダゾ

ール（以下 ＭＮＺ）が標準治療薬として使用されていた。2012 年 8 月 10 日よりＭＮＺに

も感染性腸炎（偽膜性腸炎を含む）の適応が追加承認された。ＭＮＺの適正使用を目的に

ＣＤＩの除菌治療に対する薬剤の使用基準、用法用量を定めたフローチャートを作成し、

院内での治療の標準化に向けた取り組みを 2012 年 10 月より始めた。 
 
【方法】 
１．ＣＤＩ治療標準化を目的とした、ＣＤＩ治療フローチャートの作成 
2012 年 8 月に消化器内科と薬剤科が共同で CDI 治療のフローチャート作成を行った。同年

9 月に感染管理委員会で承認を得て、10 月よりフローチャートの運用を開始した。 
ＣＤＩ治療フローチャートは 2010 SHEA/IDSA による CD に関するガイドラインを参考に

重症度を分類し、軽症～中等症の症例はＭＮＺを第一選択薬とし、用法用量は１日量 1,500
㎎（1 日 3 回 毎食後）とした。効果不十分時にはＭＮＺを中止しＶＣＭの変更とした。 
一方、ＶＣＭの指示が出た場合は、薬剤部にてＣＤＩの確認と、重症度の確認を行った上

で全例医師への処方確認を行った。 
重症はＶＣＭ1,000 ㎎（1 日 4 回）、複雑性はＶＣＭ2,000 ㎎（1 日 4 回）及び消化器内科へ

Ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎとした。 
フローチャートは電子カルテに掲載し閲覧できるようにした。 
 
『ＣＤＩ治療フローチャート』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（*1）本剤の成分に対する過敏症を起こした患者 

・脳、脊髄に器質的疾患のある患者（脳膿瘍の患者を除く）   

  〔中枢神経系症状があらわれることがある。〕 

（*2）急激な状態の悪化や炎症反応の上昇があった場合は、ＶＣＭへ変更 

（3）投与7日経過しても下痢症状が持続する場合 

（＊１）便培養の結果がでるまで３日程度かかるため、

①が陰性でも疑わしい場合は治療開始 
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運用前

ＶＣＭ ＭＮＺ ＶＣＭ

（n=42） （n=16） （n=3）

平均投与日数（日）    11±3.7　　　 11.4±3.8 14±0

平均用量（ｍｇ）/日 1,560±510 1,475±300   833±577

総投与量（ｍｇ） 750,000 259,750 35,000

37,196 119,070

総薬剤費（円）

薬剤費（円）/人 60,750 ｐ＜0.001

運用後

2,551,500 156,266

9,767

２．薬剤師の介入によるＣＤＩ治療フローチャート作成は治療効果と薬剤経済学的に有用

か検討 
入院患者を対象にＣＤＩ治療への薬剤の使用量、投与日数を調査した。治療効果は下痢の

改善として治療効果を比較した。また 経済効果を直接費用の費用最小化分析を行い比較し

た。VCM500 ㎎：1,701 円、ＭＮＺ250 ㎎：35.8 円として算出した。 
１）調査対象 
CDI の定義として１）症状（通常は下痢）の存在、２）便検査での C. difficile 毒素陽性ま

たは毒素産生 C. difficile 陽性か、偽膜性大腸炎を示す大腸内視鏡または病理組織所見のい

ずれか １）２）を満たすものをＣＤＩとした。 
運用前群 2011 年 10 月 1 日～2012 年 9 月 30 日（365 日）ｎ=42、運用後群 2012 年 10 月

1 日～2013 年 3 月 31 日（181 日）ｎ=16 について以下に示した調査項目を調査した。 
２）調査項目 
患者背景（性別、年齢、体温、白血球数、腎機能値、、CRP、過去 1 ヶ月の抗生剤使用歴 、

Probiotics の使用状況、胃酸分泌抑制薬の服用（PPI、H2-blocker）、過去 1 ヶ月の癌化学

療法施行歴 、消化管手術の既往、経管栄養の有無）、薬剤投与終了時の便状態を電子カル

テより後ろ向きに調査した。また安全性は薬剤投与前後における血液検査値（肝機能値、

腎機能値）、薬疹により、医薬品等の副作用の重症度分類基準を参考に評価した。血液検査

の値は薬剤投与開始及び終了前後 3 日以内の数値を用いた。 
 
【結果】 
１．運用状況と薬剤費の変化 
表１に運用前後の薬剤費を示す。運用開始後は 1 例を除きＭＮＺで治療を開始した。ＣＤ

Ｉ治療フローチャートに沿って行われなかった症例は結果から除外した。ＣＤＩ治療フロ

ーチャートの遵守率は 94％であった。運用前の薬剤費は 60,750 円／人に対し運用後は

9,767 円／人と有意（p＜0.01）に低下していた。 
運用後ＶＣＭを投与した症例は 3 例であり、1 例はＭＮＺの服用困難による変更、2 例はＭ

ＮＺ治療終了後に予防的な投与を行った症例であった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

表１ 
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運用前 運用後

2011.10.1～2012.9.30 2012.10.1～2013.3.31

ＶＣＭ
（ｎ=42）

ＭＮＺ
（ｎ=16）

検定

性別 男／女 19/23 7/9 NS

年齢 ｍｅａｎ±SD 81±12 81±7 NS

65歳以上（％） 38/42（90.5） 16/16 NS

18/42（42.9） 7/16（43.8） NS

30/42（71.4） 9/16（56.3） NS

36/42（85.7） 15/16（93.8） NS

11/26（42.3） 2/7（28.6） NS

6/42（14.3） 2/16（12.5） NS

3/42（7.1） 2/16（12.5） NS

1/42（2.4） 5/16（31.3） P＜0.01

ＰＰＩ 19/42（45.2） 7/16（43.8） NS

H2-blocker 8/42（19.0） 4/16（25） NS

*CDI治療時の中止率（％）

   ＣＤＩ治療前から

   ＣＤＩ治療開始時から（継続含む）

1か月以内の抗菌薬投与歴（％）

Probioticsの使用状況（％）

胃酸分泌抑制薬の服用

1か月以内の癌化学療法（％）

消化管手術の既往（％）

経管栄養の有無（％）

２．患者背景 
運用前後の患者背景を表２に示す。運用前後で性別、年齢、過去 1 ヶ月の抗生剤使用歴、

Probiotics の使用状況、胃酸分泌抑制薬の服用（PPI、H2-blocker）、過去 1 ヶ月の癌化学

療法施行歴 、消化管手術の既往、に差は認めなかった。経管栄養の有無のみ運用後の方が

高かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．運用前後における治療効果の比較 

ＣＤＩ治療フローチャート運用前は全例ＶＣＭで治療を行い、運用後はＭＮＺで治療開始

した。薬剤投与における治療効果（薬剤投与終了時の下痢の改善率）を図１に示す。ＣＤ

Ｉ治療フローチャート運用前後で治療効果に差はなかった。また、体温、ＣＲＰ、白血球

数は運用前後共に治療薬投与後に改善を認めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２ 

図１ 
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運用前群 運用後群

総ビリルビン ― ―

ＡＳＴ grade1 1/29（3.45％） 1/8（12.5％） ns

grade2 1/29（3.45％） ―

2/29（6.90％） 1/8（12.5％） ns

ＡＬＴ grade1 2/29（6.90％） ―

ＡＬＰ grade1 5/29（17.2％） 1/5（20％） ns

γ-ＧＴＰ grade1 1/27（3.70％） 2/8（25％） ns

ＬＤＨ grade1 3/27（11.1％） 1/8（12.5％） ns

ＢＵＮ grade2 2/33（6.06％） 1/8（12.5％） ns

Ｃｒｅ grade1 4/34（11.8％） ―

grade2 1/34（2.94％） ―

5/34（14.7％） ―

皮疹 ― ―

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 

 
４．運用前後における安全性の評価 
医薬品等の副作用の重症度分類基準を参考に安全性を評価した。副作用の発現率を表３に

示す。運用前後で副作用の発現率に差はなかった。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

表３ 
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【考察】 
ＣＤＩ治療を行った９４％の患者がガイドラインに沿ったＭＮＺによる治療を行ったこと

から、ＣＤＩ治療フローチャートの作成は医薬品適正使用に有用であった。今回の調査で

は 50,983 円/人の経済効果が認められた。カナダの病院の調査では、ＣＤＩは 3.4～8.4 例/
入院 1,000 件である。当院の新規入院患者は、およそ 10,000 人/年であり当院の平均ではＣ

ＤＩ治療フローチャートの使用でおよそ 3,000,000 円/年の経済効果があると考えられた 
今回ＣＤＩ治療を行った患者に重症以上の症例はなく、その評価はできなかった。また，

薬剤投与終了時の便の状態を確認しているため、薬剤投与から下痢の改善までの期間の差

は不明である。 
【結語】 
薬剤師の介入によるＣＤＩ治療フローチャートの作成は医薬品適正使用に貢献し経済学的

に有用である 
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編集後記 

 

 

 

今年 6 月に行われた総会で、当会の略称が”THP”に決まりました。今まで「東海北陸国

立病院薬剤師会」と言いにくかったので、これですっきりしたかなと思います。 

また、総会の場でロゴマークが募集され、応募多数の中、理事会メンバーで投票を行った

ところ、金沢医療センターの長岡宏一先生のデザインされたロゴに決定しました。今回、表

紙に使ってみました。なかなかいい感じではないでしょうか。 

さて広報担当としましては、従来会誌を編集していただいていた先生が退職されてしまい、

現在実質一人で動いています。それほど大変ではないのですが、他に誰かいてくれると助

かります。ちょっと手伝ってもいいかなと思われた先生は、ご連絡いただければ幸いです。 

（編集者） 
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