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医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進

山本信夫 NobuoYamamo旬

日本薬剤師会副会長 T 160-8389 東京都新宿区四荘 3-3-[

要旨

患者に提供される医療が、安心で安全に実施されなくてはならなL、ことは医療関係者ならずと

も当然のことと考えられている。高度に進事した医療技術や効果の鋭い医薬品の医療現場への

畳場は、治術水I穫を高めこれまで不拾の病とされてきた疾病に対して適切な治時方訟を提供す

るとともに、入院・在世を間1わずこれまで以上に質の高い暗聾環境を提供するニとを可能とし

た.しかしその-JJで、高度化した伎術のみが暴走しなし、ょう医瞭技術を適切にコJトロールし

患者ー国民的期梓する医曜を健供するには、その医療に関わる多職種町医療従事者が相互に

連携・協働し、それぞれの専門性を葺捕しつつ補完しあいながら医曜を進めてゆくfチーム医療

のjの構築が不可虻な事と認識されてし、るB 医療の現場ではあらためてfチーム医療Jと雷われな

くても、多くの医棺機関や地壊の中で、それぞれの専門職が連携しながら「医樟チームjを構成

し、賓の高い安全で安心な医療の提供に取り組んできている.11ドしながら、入院医療に代費さ

れるように.患者に医樺を徒供寸る過程では全ての判断や指示から拍蝦恒輔の作成に至るまで

を医師が全て担うζととされてb、ることから医師への負担が過大となり、それが時として適切な医

暗提供に大きな影曹を且ぽしかねないという慰志も声も聞かれており、医鞭安全的観点からも医

擁職種が相1[1こ連携する『チーム医僚J必要性とその体制確保が急務とされている.こうした環

境の下で、聞はfチーム医醍J1こ闘わる傑々な検討会を設置し、 f医師看護師jというこれまでの

医療提供の枠組み、いわゆる病院習慣から脱皮して、歯科医師や部剤師栄費土や臨床検査

技師・理学療法士等の多臓績を視野に入れた業務の在り方的険射を辿的、今桂の方向性を挺

宮している.一方、医掠現場で発生する医療j品誤やヒ刊り・ハット事例制告によれば、医蕗品に

関連する事例が，10%を趨えるなど、医薬品の適正使用と菅理は安全・安ιな医躍提供には欠く

ことのできfμ、二とで、 fチーム医療」を構成寸る専門臓の中にあって、唯一のl呈業品の専門家で

ある範剤師がチームに参画することι の期待は大きbものがある.6年制業剤師の社会への輩

出を目前に位えて、 fチーム医暗Jへの参画を通じて薬剤師に観せられた世捌は向か、期待は

何処にあるのか等につて、これまでの議論の経過やそれに基づく提言あるいは現場で進められ

ている事例を踏まえて、『チーム医暗jにおける薬剤師への期待や~1/I1 ・藁務の拡大について考

えてみたい.
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看護教育における臨床実習の構造化

水野敏子 ToshikoMizuno 

東京女子医科大学看護学部 干162-8666 東京都新宿区何回町 8-1

要旨

宥鍾職には多くの種類があるがそのような多様な宥綾職の基礎として、本学の教育目標 4年

間の看護教育の構造がある。そして4年聞を過して、臨床実習が l学年から各学年で実施され、

実習場所や対象が学年と共に拡大する展開と構造を有する。昨年から開始された医学部・看護

学部協{助教育の つである学生による事例検討会ではチーム医療についての学習が促進さ

れ、卒業桂の成果が期待されている。今桂、実習を効果的に進めるたには、臨床実習指導者と

の交流の促進や、4年聞の実習目標を達成するための、学年ごとの実習目標や学習方法の抽討

をする

アブライドセラピュ 子ィヲス学会の許可無く本誌の転載転用在禁止します固
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科学的・合理的に薬物治療を実践するための

ワークショップの取り組み

臨床研究論文の客観的評価を行う

花井雄貴])、小)11竜一2)、津田泰正3)、福岡勝志4)、相曽啓史5)、緒方宏泰6)

Yuki Hanai， Ryuichi Ogawa， Yasumasa Tsuda， Katsushi Fukuoka， Yoshibumi Aiso， 

Hiroyasu Ogata 

II東邦大学医掠センター大森病院、2)明治薬科大学、3)聖路加国際病院、4)日本調剤株式会社、5)横浜市立みな

と赤十字病院、6)明治薬科大学名誉教授

〒143-8541東京都大田区大森西 6-11-1

要 旨

薬剤師には、医曜において経験に依存することなく、科学的・合理的に薬物治曜を実践す

ることが求められておりそのためには普段から多くの臨床研究論文を客観的に評価してお

くことが必要不可欠である。日本アプライドセラピューティクス学会では、ワークンョップ文献

評価コースを|剖催し、自ら臨床論文の妥当性を判断できる基鑓能力の向上を目指した取り組

みを行っている。論文を客観的に評価するためには、まず論文の基本的な構成要紫をもれ

なく把握寸ることが必要であり、次に、評価した内容を理解・整理し、要領よく簡潔にまとめる

ことも必要となる。ワークショップではあらかじめ客観的評価に必要な臨床研究評価チェック

項目がアンケート方式で記載されている「文献評価チェックリストJと、評価した論文の該当す

る内容を要約的に記載するための「文献評価ワークンート」を用意し、それらのツール中の記

載項目を埋めてし、くことで、雄もが 定の基準で臨床論文の客観的評価とまとめが行える視

占を養うことを行っている。本稿では、 一つの論文を例にしながら、その論文の客観的評価を

行うためのチェックリストとワークシートの実践的な活用方法をこ'紹介したa
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循環器領域でのチーム医療における薬剤師の役割

志賀岡11 Tsuyoshi Shiga 

東京女子医科大学循環器内科 干162-8666東京都新宿区河田町 8-[

Abstract 

Progress in cardiovascular medicine has been remarkable. Despite the advances 

in therapy (pharmacotherapy and non-pharmacotherapy) have promoted 

significant improvemen匝 insurvival of cardiovascular disease， cardiologists are 

apt to lack in a viewpoint to treat "a patient" with ca1'diovascular disease. Even if 

"disease" is the same， the individual "patient" is different. Many factors can 

influence variability in drug response through an effect on the pharmacokinetics， 

pharmacodynamics， drug use 01' subtle psychological factors 

The treatment goal for cardiovascular disease is回 lprovementin survival and 

quality of life. This goal can be accomplished by collaboration with cardiologist， 
nurses， and other specialists including pharmacist. This report wiU focus on the 

important role of the pharmacist as part of a medical care team to improve 

management in patients with cardiovascular disease as below: 1) Patient 

Compliance Instruction based on accurate information， 2) To predict potential 

drug interactions with polypharmacy and to avoid adverse 1'eaction， 3) Role of 

combined pharmacotherapy with nonpharmacotherapぁ4)τbhandle side effects， 

5)To improve patients' quality of life， 6) Psychosomatic care: a member of the 

patient ca四 team，7) Role of community pharmacy in post hospital management of 

patlents 
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「地域連携における多職種連携」

多職種連携における薬剤師の素敵な役割

~蔵の街コミュニティケア研究会の活動を通して~

大津光司 KojiOsawa 

株式会社メディカルグリーン、干328-0053栃木県栃木市片酬町 1-6-35

要
U 

閏

超高齢社会を迎えている日本では、在宅直轄の重要性が指摘されている。罪養環境が病院から

在宅にシフトしておくことを想定して、国は 20叩年 4月に介護保険を導入し、在宅療聾の環境

整備を進めてきた。在宅療費をスム ズに進めるためには、それに関わる様々な多職種の連併

が必須と考えられているが、多職種の中で唯一、「薬の専門家」である薬剤師の在宅業務への取

り組みは、まだまだ十分とは言えなし、。そこで、改めて薬剤師が在宅掠聾を支えるための地域連

携において果たす役剖について私の地元栃木県栃木市で11年前から活動している多職種連

携のための勉強会である「蔵の街コミュニティケア研究会」の活動経験を通して感じた実感を交え

てお伝えしたb、。
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エキセナチドの有効性及び安全性

阿波隆夫 AwaTakao 

アプライドセラピューティクス

Vol.3 NO.1， pp 44-48， 2011 

日本イライリリ 株式会社研究開発本部医学科学本部 干651-0086兵庫県神戸市中央区磯上通 7-1-5

要 旨

本稿では、主に GLP-l受容体アゴエス卜であるエキセナチドについて、日本で実施された臨

床試験成績を紹介し、その臨床的意義且び特長について考察する。エキセナチドは GLP-l畳

容体に特異的に結合し、血中グノレコース依存性にインスリン分泌を促進して血結降下作用を尭

揮する。

また、過度のグルカゴン分泌の抑制、判内容物排出遅延、企物摂取抑制に付随する体重減少

などの作用を有していることが報告されている。最近では移植された勝島細胞からのインスリン

分泌がエキセナチド投与により改善が示唆される報告など、豚8細胞の保護作用が示唆されて

いる。国内第 3相検証試験では、スレホニルウレア系薬剤を吉む経口血糖降下薬で血糖コント

ロールが不十分であった日本人 2型結尿病息者において、エキセナチド群はプラセボ群と比較

し、重症低血糖を提現することなく HbAlc値を有意に低下させたム。以上より、エキセナチドの l

B 2回療法は、日本人の 2型結尿病態者の血糖コントロールの改善に貢献するものと考えられ

るの

アブライドセラピュ 子ィヲス学会の許可無く本誌の転載 転用在禁止します固

Vol.3 No.1 (201り

-44 -



<寄稿>

アプライドセラピューティクス

VoL3 No.1， pp 49-53， 2011 

「シタグリプチンが 2型糖尿病治療に果たす役割J

佐野秀樹、片山泰之

Hideki Sano， Yasuyuki Katayama 

MSD腕式会社メディカルアフェア ズ

〒102-8667東京都千代田区九段北 1-13-12北の丸スクエア

要旨

2型結尿病の薬物治療にはインクレチン関連薬が萱場するまで特徴の異なる 5つのクラスの薬

が患者の病態や副作用など個々の状況に合わせて使用されてきた。しかしながら、従来の経口

血糖降下薬は低血結症、体重増加なとeの副作用やコンブライアンス不良といった問題転があっ

た。特に低血糖症は心血管系への悪影響があるため、低血糖症の回避と十分な血糖コントロ

ノレの両立が求められる。

月島管ホルモンの一種であるインクレチンはインスリンの分泌を促し、グノレカゴンの分泌を抑制す

ることで良好な血糖コントロールに寄与しその作用は血糖値依存的であるため、インクレチンの

作用を応用した薬剤は低血糖の少ない薬剤として期待されている。

本邦初のインクレチン関連薬シタグリプチンはインクレチンの分解酵素である Dipeptidyl

peptidase-4 (DPP-4)を阻害することで血中活性型インクレチンを増加させ血糖依存性の血糖降

下作用を尭揮する。シタグリプチンは標準用品 50ロ"の服用で24時間効果が持続し、 50mg1日

l回 12週間の服用でHbAlc値1.0%(プラセボ比)の低下効果が認められた。また、概して忍容

性が高く、少なくとも単剤では低血糖症を起こしにくい、体重増加をきたし難い特徴を持つ。
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あらためて考える「日常診療と EBMJ

Pros: r日常診療にはEBMが大切である」

上 嶋健治 UeshimaKenji 

アプライドセラピューティクス

VoL3 No.1， pp 54-58， 2011 

京都大学大学院医学研究科 EBM研究センター 〒606-8501京都市左京区吉田近衛町

TEL: 075-752-1511 FAX: 075-752-1518 

Abstract 

Although the choice of diagnostic procedure and therapy should be performed 

based on the informed consent， it has been performed under the initiative of the 

medical staff. However， such dec印刷1'makingprocess is changing by the trend in 

the direction of EBM (Evidence Based Medicine). Essentially， EBM aims to apply 

the best available evidence gained frゅmthe scientific method to clinical decision 

making. It seeks tοassess the strength of evidence of the risks and benefits of 

treatments. Although EBM is becoming regarded as the "gold standard" for 

clinical practice， there are a number of limitations and criticisms of its use. The 

conduction of a randomized controlled trial takes several years until being 

published. Furthermore， evidence-based guidelines do not remove the problem of 

extrapolation to different populations 01' longer timeframes. Skepticism about 

results may always be extended to areas not explicitly covered. Unfortunately， 

“evidence-based" is often used as a synonym of “results of clinical-trials based." 

OriginallぁEBMis the integ四 tionof clinical expertise， patient values， and the 
best research evidence into the decision making process fo1' patient ca1'e. Clinical 

expertise refers to the clinician's cumulated experience， education and clinical 

skills. The patient brings to the encounter his 01' her own personal and unique 

concerns， expectations， and values. 1'he best evidence is usually found in clinically 

relevant research that has been conducted using sound methodology. Mo陀 over，

EBM is selected as one of the most important 15 medicaI milestones since the 

f01'erunner of the BMJ was fi1'st published in 1840. It is obvious that EBM is 

essential and important in dail.v clinical practice 

アブライドセラピュ 子ィヲス学会の許可無く本誌の転載転用在禁止します固
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あらためて考える日常診療とEBM

アプライドセラピューティクス

Vol.3 No.l， pp 59-62， 2011 

どんなに質の高い臨床試験でも結果を診療に使うには限界がある

植田 真一郎 ShinichiroUeda 

琉球大学大学院医学研究科臨床薬理学 干903-0215仲縄県中頭郡西原町宇上原 207番地

要旨

ランダム化比較試験は置れた研究手法であるが、その結果の診療への適用に関しては限界が

あり、慎重に解釈する必要がある。ランダム化比較試験の限界として評価項目(エンドポイント)が

かならずしも診療での疑問にこたえるように設定されてし、なし、ことテ'ザインによっては不適切な

エンドポイン卜が存在すること、研究期聞が短いこと、病態や患者背景の多織性にはなかなか対

処できないこと、新薬や適応拡大のための臨床試験では危険性に関して過小評価されがちであ

ることなどが理由である。
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アプライドセラピューティクス

Vol.3 NO.1， pp 63"67， 2011 

米国における ICUでの薬剤師の役割

前団 幹 広 MikihiroMaeda 

聖マリアンナ医科大学病院薬剤部 〒216-8511神高川県川崎市富前区菅生 2-16-1

要 旨

米国では約 35年前より薬剤師が集中治療室(ICU)に医療チームの 員として差参画するように

なった。現在では ICU薬剤師は臨床業務だけではなく、教育・システム・学術の観占からも大きく

医療に貢献している。薬剤師が医療チームの一員として患者の治療に参加することにより、 66%

の副作用発現率の低下などに貢献できることが既に米国で証明されてしも。ICU薬剤師が行っ

ている器官系統別評価やレジデンyープログラムを紹介し、今後日本の ICU薬剤師がどのよう

に態者や医療チームヘ貢献していくカ吃考えていきたい。
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する．ただし，国外からの投稿の場合あるいは依頼原稿の場合はこの限りではない． 

 

2． 著作権 

本誌に掲載された論文，抄録，記事等の著作権は日本アプライド・セラピューティク

ス学会に帰属する． 

 

3． 論文の内容 

分野は薬物治療に関するもので、研究報告（臨床研究、基礎研究、橋渡し的研究を含

む），情報提供に関わる調査研究，適正使用・医療経済等の研究，調査，解説，症例

報告，短報を含み，既に学術誌等に発表あるいは投稿されていないものに限る． 

ヒトおよびヒト組織を対象とした研究では，世界医師会のヘルシンキ宣言の倫理基準

に従い，所属施設等の倫理委員会またはこれに準じるものの承認を必要とする．また，

動物実験に関しても，所属施設等の倫理委員会またはこれに準じるものの承認を必要

とする． 

3-1 具体的な分野の例 

１） 予防や治療に用いられる医薬品、補助的非薬物治療（サプリメント等）の有効性、

安全性に関する評価、解析 

２） 予防や治療に用いられる医薬品、補助的非薬物治療の患者アウトカム、医療経済上

のアウトカムに関する評価、解析 

３） 科学的で合理的なエビデンスに基づく薬物治療、補助的非薬物治療の遂行上の課題

の検討 

４） 科学的で合理的なエビデンスに基づく薬物治療、補助的非薬物治療の確立のための

取り組み上の成果・課題の検討 

５） 科学的で合理的なエビデンスに基づく薬物治療、補助的非薬物治療の確立のための

医学教育、薬学教育に関する課題の検討 

６） 薬物治療ガイドラインの作成 

７） 薬物治療を担う医療関係者の育成 

８） 中立で公正な医薬品情報を提供するためのネットワークの確立 

3-2 類別 

本誌は主として，一般論文，短報，資料，総説, ミニレビュー, 寄稿を受け付ける． 

3-3 用語 

和文または英文とする． 
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3-4 長さ 

・ 一般論文（原則として，独創的研究により得られた薬物治療に関する新知見を含むも

のであることを必要とする） 

  刷り上り6 頁以内（1900 字× 6 枚=11400 字）とする．A4 判，横書き（40 字× 40 

行）を1 枚とし，原則として本文は7 枚以内（図表類含む）． 

・ 短報（原則として，断片的な研究であっても新知見や価値あるデータ，症例報告など

を含むものとする） 

  刷り上り4 頁以内（1900 字× 4 枚=7600 字）とする．A4 判，横書き（40 字× 40 行）

を1 枚とし，原則として本文は5 枚以内（図表類含む）． 

・ 資料（必ずしも新知見だけではないが，価値あるデータなどを含むものとする） 

・ 総説（著者の研究実績に基づき，その関連領域の研究等をまとめ評したものとする） 

長さは特に規定しない． 

・ ミニレビュー（総説に準じ、依頼原稿などを含める） 長さは特に規定しない． 

・ 寄稿（トピック的話題の依頼原稿など） 長さは特に規定しない． 

3-5 書式 

原稿の1 枚目に，表題，著者名（ローマ字綴りも記載），所属機関名とその所在地（所

在地は筆頭著者のみ），連絡用E メールアドレス，別刷請求先，校正の送り先を記す． 

2 枚目には，300words 以内の英文サマリー（和訳文を添付する）と5 個以内のkey word

（日本語を添付）を記す． 

本文は改めて3 枚目から始める． 

 図・表・写真は，それぞれFig.，Table，Photo．と記し，複数の場合は通しナンバー

を付す．必ず標題を付け，本文とは別に一括して綴じる．原則として著者の作成した原

図をそのまま掲載する． 

 図表類の引用箇所は本文中あるいは欄外に明記する． 

・単位 

 単位は，第15 改正日本薬局方（2007 年）に基づく国際単位系（SI）を用いる． 

・引用文献 

 本文該当部の右肩に引用順に番号を片カッコで記し，本文最後の文献の項に整理して

記す． 

・引用文献の記載方法 

  雑誌の場合は，①著者名，②論文題名，③雑誌名，④発行年，⑤巻数，⑥頁数の順に

記す．欧文雑誌名はイタリック体とする． 

  単行本の場合は，①著者名，②書名，③版数および巻数，④編集者名，⑤発行地，⑥

出版社，⑦発行年，⑧頁数の順に記す． 

〈引用例〉 

   1) Galia E, Horton J, and Dressman JB. Albendazole generics : A comparative 

in vitro study. Pharm, Res. 1999 ; 16 : 1871-5. 
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4． 投稿手続き 

 原稿3 部（正1 部，副2 部）（写真を含むものは正3 部）およびテキスト形式のデ

ータ（FD，CD-R等）を下記に送付する．正の図は鮮明な原図または写真とする．図表

も可能であればデータとして保存したものを提出することが望まれる．また機種名，

ソフト名を記入したメールによる投稿も可能．ただし，電子ファイルが読めない場合

は，原稿を郵送する． 

 

＜送付先＞ 

〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル 

有限会社 M.I.R.A.I.MUGEN 

日本アプライド・セラピューティクス学会  

「アプライド・セラピューティクス」編集委員会  

TEL : 045-222-8356 FAX：045-222-8357 
メールアドレス：applied-therapeutics@mirai-mugen.co.jp 

 

5． 論文審査と採否 

 投稿された原稿（一般論文，短報，総説）は審査員2 名による査読の上，掲載の採

否を決定する．審査によって返却され，再提出を求められた原稿は，返送日の2 ヵ月

以内に再提出すること．2 ヵ月を経過して再提出された場合は，新規投稿として扱わ

れる．掲載にあたっては原稿の一部修正を求めることがある．掲載は投稿受付順を原

則とするが，審査・編集上の都合によって前後することがある． 

 

6． 論文掲載料 

 投稿者は，論文受理の決定後に，別に定める料金（消費税は別）を請求に応じて支

払うこと． 

 

7． 別刷り 

 別に定める料金（消費税は別）を請求に応じて支払うこと． 

 

8． その他 

・ 著者校正は1 回行うこととする．誤植以外の追加・修正は原則として認められない． 

・ 学会依頼の特別論文等に関しては，その取扱いは別途取り決める． 

 

 

 




