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session 1 がん緩和症例課題発表（症例は巻末）

Ａ班

課題 １ これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

・ｵｷｼｺﾝﾁﾝ投与開始時にロキソニンを中止してしまったのはよくなかった

・ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ増量がレスキュー使用回数が少ないが 2 倍に増量となっている。(10→20)(ﾚｽｷｭｰ

回数が少なかったのは、患者自身が痛みを我慢していることも問題

・便秘対策の薬剤はこれで十分か？便の性状はどうか？

・補助薬開始後、眠気あったが疼痛は緩和されていた。ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ中止ではなく、ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ減

量という方法もあったと思う。

課題 ２ 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

１．ロキソニンを再開する

２．体動時、痛みが増強するため、予測できる体動の場合にはﾚｽｷｭｰ薬の予防投与を

３．しびれ、痛みが残存、神経障害性の痛みと思われるため、補助薬の使用を検討、

ビスフォスフォネート使用、ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝは眠気がでて患者の QOL を下げるおそれもある

ため、ﾒｷｼﾁﾚﾝなどは？

４．いらいら、不眠などがみられているが、SSRI など使用した方がよいか

今後、使用する可能性もあるが、現段階ではもう少し、コミュニケーションや、薬の

説明などでいらいらなど解消できる部分もあるのでは・・・

５．便秘、下剤の増量などでも今後コントロールできない場合には、オピオイドローテー

ション（フェンタニルパッチ）に変更を考慮。(痛みのコントロールがとれていることが条

件)

課題 ３ 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思いますか？

市役所の職員、しっかりと薬のことなど理解できる人だと思われるので、薬剤師が詳しく

説明をすれば理解できるとおもう。もっと、薬剤師と患者さんがコミュニケーションをと

っていく必要がある

患者さん自身が家の近くで治療をしていきたいという希望もある、今後化学療法を行わな

い方針であれば、そのあたりを主治医からムンテラしてもらい、方向性を検討



Ｂ班

課題 １ これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

・骨メタがある→NSAIDｓは残したまま麻薬を足してもよかった。

・レスキューの使い方に問題。指示ももっと積極的に使用するよう説明するべきだったの

では。次の診察時にどれだけ使用したか報告してもらうようにも。

・ガバペンの評価

・体動時痛があることから、動く前にレスキューを内服するよう指示

・いらいらしているという時期に早い段階で眠剤、安定剤を検討

課題 ２ 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

・NSAIDｓの再開

・うつ状態に入ってきた→抗うつ剤の追加の検討

・便秘がひどい→デュロテップ MT パッチ４．２mg への変更を検討（レスキュー

はオキノーム散のままで）

・

課題 ３ 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思いますか？

・治療の前提として患者に治療方針を説明しているのか。痛みをコントロールする（痛

みをとる）

Ｃ班

課題 １ これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

最初から NSAID とオピオイドのレスキューはどうか？

安静時の痛みがあるのにレスキューをあまり使用していない

６月１６日の処方変更について

NSAID は継続して使用するべき

ノバミンは３錠 ３x でよかった

８月１７日の処方変更について

レスキューをあまり使用していない状況で、痛みがあるからといって増量してよかったの

か。

オピオイドの増量は半量ずつ増量したほうが良かった

マグミットだけではなく他の下剤も毎日服用にするべきだった

９月１６日入院時

ガバペンの量は６００ｍｇまで増量できた

レスキューの量は正しかったか

ガバペンの処方開始とオピオイドの増量が同じタイミングだったため、どちらによる眠気

かわからないので処方をずらして様子をみる。

ガバペンを無くす替わりの鎮痛補助薬の処方が必要では。



課題 ２ 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

レスキューをほとんど使用していない。体動時の痛みが強いのであれば我慢せずに服用す

るよう促す必要がある。

笑うことが少ない←痛みや不安を取る必要がある

しびれをとる

便秘等の副作用が強いのであればオピオイドローテーション、投与経路の変更（貼付剤等）

など

課題 ３ 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思いますか？

眠剤、安定剤の投与

話を聞いてもらうだけでも楽になるので、専門のスタッフに依頼するか、服薬指導の時に

話を聞く

主治医と患者に化学療法に対する考えのずれがある

食べられない

Ｄ班

課題 １ これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

・ガバペンの意味

適応外で、麻薬の鎮痛補助薬。これを中止する必要はあったのか？

眠気、薬剤数を減らすため。

・ＮＳＡＩＤs の中止をしたのは、麻薬と併用するのが普通。（医師会ホームページより）

・レスキューの使用を初期から使用しなかったのは？

初期から使用してたら、オキシコンチンの増量の換算にも役立ったはずだ。

・コツメタがあったことから、ＮＳＡＩＤs とステロイドの投与も必要でないのか？

課題 ２ 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

・レスキューの適正使用を説明する。

・眠気について

痛みから？不安から？

・便秘について

レスキューを適正に使用されていなかったことから、オキシコンチンが過量に増量されて

いて重い便秘を招いたのでは？

デュロテップへの変更



課題 ３ 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思います

か？・食事不振について

食事前にレスキュー（orNSAIDｓ）を使用し痛みをとってから食事を取ってもらう。

・笑うこと、口数が多かったこと

ノバミンも使用されていない、昔の話をするのが多かったことから、患者の話を聞いてあ

げることが必要。

Ｅ班

課題 １ これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

① しびれが残っているので、ガバペンを中止せずに様子をみたほうがよい

② 骨転移があるため NSAIS の併用を考えるべき

③ オキシコンチン増量のペースは適切だったか？

④ 便秘薬の用法が適切でない。→連日投与のほうがよいのでは

課題 ２ 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

① デュロテップ MT パッチへの変更

② しびれがあるのでガバペン投与

③ 骨転移があるので NSAIDｓの併用

④ プルゼニドの連日投与

⑤ 眠剤や抗うつ薬の投与を検討

課題 ３ 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思いますか？

① 抗うつ剤の投与

② 食欲が無いため、原因追究

③ ステロイドの投与を検討

④ 痛みがあるときは、我慢しないことを説明する

⑤ どの薬剤が痛みに効いているのかの説明を十分にする

⑥ 医師とのコミュニケーション

Ｆ班

課題 １ これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

・オキシコンチン開始時に NSAIDｓが併用されていない。( 併用すべき、骨転移もある

し効果あるのではないか)

・ガバペンの用法はどうなっているのか( 眠気の副作用あり。夜の内服が一般的か)

・なぜガバペンを中止したのか？日中の眠気が原因？

・ガバペン 200 で継続してもよかったのではないか。

・レスキューをあまり使用していない→指導不足、家族に心配させたくない…

・他の鎮痛補助薬を検討してもよかったのでは



課題 ２ 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

・便秘→マグミット増量、プルセニド頓用から定期内服へ、下剤の適正使用の指導

・精神的→専門家へ早期コンサルト

・不眠→話を聞き、睡眠導入剤

・疼痛→レスキューの予防的な使用（ 体動時疼痛あるため ）、ＮＳＡＩＤs の併用

・痺れ→抗うつ薬、抗不安薬（リボトリール) 、抗てんかん（ テグレトール) など補助薬

・骨転移痛にゾメタ

課題 ３ 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思いますか？

レスキューや治療、薬剤に対する説明を行う。

家族―本人間での病状に対する意識の違いがある。

今後の治療方針について、家族・本人、医師で説明や話し合いを行う。

食欲不振の原因を検討する。( 痛み、麻薬、精神的要因…？)

もし積極的治療するとしても、化学療法は外来通院などで行えるかを検討する。

自宅近くの病院への転院を検討する。

Ｇ 班

課題 １ これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

・ロキソニンの中止

・便秘薬の使用方法

課題 ２ 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

・疼痛コントロール不良

→NSAIDｓの継続（骨転移のため）

レスキューの使用がうまくいっていないので、使用方法の理解を深める必要があ

った。

・便秘

→酸化マグネシウム以外の下剤の定期的な使用

食事と便秘の関係を説明する必要がある。

フェンタニル製剤の検討（疼痛コントロールがある程度できてから変更した方

がよい）

・骨転移に対する薬物療法 →疼痛に対して（NSAIDｓ＋オピオイド）

骨転移治療（放射線療法、ゾメタの使用）

課題 ３ 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思います

か？・精神的なサポートの必要性

→不眠や不安、孤独感から痛みの閾値が下がっていると考えられるので、これらの問題点

を除去できるようサポートしていく。

・病状について（予後など）の説明が必要ではないか



session 2 感染・栄養症例課題発表（症例は巻末）

Ａ班

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

嚥下機能の低下から、誤嚥性肺炎と考えられる

２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

グラム陽性菌の関与が疑われる

意識レベルの低下、年齢が高齢であること、脱水症状があることから、重症度は C 群と考

えられる

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

緑膿菌をカバーする面ではマキシピームの投与は必要であるが、重症例ではマキシピーム

単剤よりもダラシンとの併用を考慮するか、もしくはゾシン単剤（１日３回）への変更を

考慮すべきと考える

例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値に注目する

か？

抗菌薬の効果として投与開始３日後に体温、CRP、WBC の確認をする

また、入院時に見られた湿性ラ音や X 線写真の浸潤影、呼吸数の異常にも注意が必要であ

る

腎機能低下などの副作用発現にも注意すべきと考える

例）今後、肺炎を繰り返さないための対策は？

１．薬物療法と非薬物療法の観点から

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

２．内服薬の投与方法について

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？



Ｂ班

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

・誤嚥性肺炎

２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

・グラム染色にて陽性球菌（＋）

・経過にて尿中肺炎球菌（－）から否定できそう

→連鎖球菌？MRSA？

介護施設、誤嚥にて耐性菌あり？

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

・意識はありだが寝たきり。

・呼吸数 Ad 後あがっている

・血圧 91/64→121/84

・脱水あり BUN（32.4）

・意識レベル 内服できない

・CRP 5.2

→重症

→バンコマイシン（360mg/日 １×）タゴシッド（５日ごと 200mg 初回は 400mg） ＋

TDM で評価

嫌気性菌と緑膿菌をカバー→カルバペネム系を追加（メロペン 0.5g ４×）

例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値に注目する

か？

例今後、肺炎を繰り返さないための対策は？

１．薬物療法と非薬物療法の観点から

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

・ヴィーン D1000ｍL 200Kcal しかない。しかし、アシドーシスの予防のため酢酸系を使

用したのはよい。



Na：129（低い）→補正必要

K：正常→K フリーの必要はなさそう

→アミノ酸製剤の追加

→ビタミン剤の投与

２．内服薬の投与方法について

・経鼻→簡易懸濁（バイアスピリン、オメプラールは変更）

・誤嚥あり→しにくい薬剤へ変更を検討（タナトリルへの変更？）

・

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

・ビタミン剤の投与

・早期の脂肪乳剤を追加、輸液の変更はもっと早期から

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？・総合ビタミン剤の投与

・VB1 入りのアミノ酸製剤へ変更

・脂肪乳剤

Ｃ班

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

・誤嚥性肺炎の可能性が高い。

２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

・起炎菌：グラム陽性菌の可能性が強いが嫌気性菌の疑いもある。

・重症度：重症度分類より重症と考えられる。

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

・マキシピームだけでなく嫌気性菌もカバーできるようダラシンも併用し、1 日 3 回 8 時間

毎に投与したほうがよい。

例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値に注目する

か？

・体温、CRP、WBC の検査値、胸部 X 線による効果の評価

・クレアチニンや BUN で腎機能の評価

例）今後、肺炎を繰り返さないための対策は？



１．薬物療法と非薬物療法の観点から

・ARB から ACE 阻害薬に切り替えたほうがよい（特にタナトリルが有効なのでは？）

・経管栄養の検討

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

・ヴィーン D は細胞外液補充のため出血もしていないのであればブドウ糖を投与すべき。

２．内服薬の投与方法について

・オメプラールは経管投与に相応しくないため、ガスターやタケプロン OD に変更したほ

うが良い。

・プルゼニドをラキソベロンに変更

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

・カロリーがほとんど入っていないため、カロリーを増やす

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？

Ｄ班

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

・誤嚥性肺炎

口内の起炎菌で嫌気性菌。

２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

・重症～超重症。

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

・ユナシン３ｇ、1 日２回

例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値に注目する

か？

・腎機能、CRP、発熱など。

例）今後、肺炎を繰り返さないための対策は？



１．薬物療法と非薬物療法の観点から

・誤嚥性肺炎を繰り返すようなら、経管に切り替える。

・ ＡＣＥ阻害薬に変更（タナトリル）

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

・水分量とエネルギー不足。

・ヴィーン D が 1000ｍL で水分不足。→2000mＬ

・維持液に変更。

２．内服薬の投与方法について

・経管注入の際、バイアスピリンとオメプラールの変更（簡易懸濁法）

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

・アミノ酸、ビタミンの投与

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？

・アミノフリードの時間

・イントラリポスの投与速度。（0.1ｇ/ｈｒ・ｋｇ以下）250→500ｍL

・ビタミンの投与。

Ｅ班

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

誤嚥性肺炎

２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

重症度：中等症（年齢 85 歳、脱水症状＋、2/3 影+）

起炎菌：肺炎球菌の疑い

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

マキシピーム → カルバペネム系薬+クリンダマイシン

用法・用量：低体重と腎機能低下があるが、通常量を投与

カルバペネム系薬 0.5g ×２ + クリンダマイシン 600mg ×２



例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値に注目する

か？

効果の評価・検査値：解熱、ＣＲＰ、Ｘ－Ｐ、ＷＢＣ

副作用：腎機能、肝機能、ショック、アレルギー症状、痰の培養

例）今後、肺炎を繰り返さないための対策は？

１．薬物療法と非薬物療法の観点から

薬物療法：タナトリル、シンメトレル

非薬物療法：嚥下訓練、食事形態の検討（トロミ食など）、痰の喀出

→嚥下不良な場合は胃ろうの検討、経鼻チューブ

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

輸液：投与カロリー（700ｋcal 位）、アミノ酸・VB１・糖の投与

２．内服薬の投与方法について

剤形・投与方法の検討（OD 錠、簡易懸濁法）

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

輸液：投与カロリー（700ｋcal 位）、アミノ酸・VB１・糖の投与

Na・Cl の補正が必要か？

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？

・イントラリボスの投与速度が速い

・VB1、微量元素の投与

・

Ｆ班

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

誤嚥性肺炎

市中肺炎



２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

市中肺炎→肺炎球菌、インフルエンザ菌、肺炎桿菌

誤嚥性肺炎→嫌気性菌

A-DROP システムにあてはめると重症と判断できる。

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

マキシピームでもよいですが、なるべくスペクトルが狭いものを使用したほうがよいので、

ユナシンで。

例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値に注目する

か？

X 線、CRP、呼吸数、食欲低下、白血球数、好中球

例）今後、肺炎を繰り返さないための対策は？

１．薬物療法と非薬物療法の観点から

薬物療法：ハルシオン→マイスリー

シンメトレル（ARB から ACE-I へ切り替え）

非薬物療法：食事にとろみをつけ、ゆっくりと食べる。

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

アミノフリード 500ml ２本 １本７時間かけて

イントラリポス 250ml １本 14 時間かけて

ビタミン？

２．内服薬の投与方法について

とろみをつけて食べる。

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

オメプラール→タケプロン OD

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？



Ｇ班

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

医療関連肺炎

誤嚥性肺炎

２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

重度（成人市中肺炎ガイドラインより）

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

クレアチニンクリアランス 31.5 くらい→現在の投与量で OK

例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値に注目する

か？

CRP 値

例）今後、肺炎を繰り返さないための対策は？

１．薬物療法と非薬物療法の観点から

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

ヴィーン D 1000mL では少ないのでは？

２．内服薬の投与方法について

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

体重減少 5％

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？

イントラリポスの投与速度、脂肪剤は禁忌ではないか（血栓症のため）

ビタミン B1 の投与

経腸栄養剤の検討（消化管の使用は可能）



session 1 がん緩和症例

症例 64 歳、男性、無職、右肺がん（扁平上皮がん） 、転移

現病歴

X年 1月 咽頭部違和感、微熱、倦怠感を自覚

4月 右背部痛にて近医を受診したところ肺がんの疑いありと指摘される

5月 精査のため当院に紹介。

放射線治療開始（右肋骨 18Gy、胸椎 18Gy、腰椎 12Gy）

6 月 9 日 シスプラチン+ナベルビン 1 コース目 退院

・ 安静時のまだ痛みが続いている。VAS 2～3

・ 夜、痛みのため起きてしまうことがたびたびあった。

・ オキノームはあまり使わなかった。（0～1 回/日）

6 月 16 日処方変更

7月 12 日 シスプラチン+ナベルビン 2 コース目 退院

・2 コース終了後での効果判定で病状は進行していた。

8 月 17 日 カルボプラチン+パクリタキセル 1 コース目

9月 16 日 背部痛が強く入院。

・ ２コース目の化学療法は延期。再度放射線療法を開始。（腰椎 30Gy）

・ 背部鈍痛。左肩 ズキズキ痛む。右胸前部 しびれる、正座の後の無感

覚

・ 床上で安静時は痛み無い（VAS 0～1）が、体動時に痛い（VAS 5～

7）。

9 月 16 日入院後の処方変更②

・ 2１日間でガバペンを中止し、オキシコンチンを増量。

ロキソニン（60） 3錠（3×1）

オキノーム（2.5ｍｇ） 1包 疼痛時

オキシコンチン5ｍｇ 2錠 12時間毎

オキノーム（2.5ｍｇ） 1包 疼痛時

ノバミン5ｍｇ 2錠（2×1）5日間

マグミット250mg ３錠（3×1）

オキシコンチン10mg 2錠 12時間毎

オキノーム2.5mg 適宜（0～1回／日）

マグミット250mg 3錠（3×1）

オキシコンチン10mg 2錠 12時間毎

オキシコンチン5mg 2錠 12時間毎

オキノーム5mg 適宜（0～1回／日）

マグミット500mg ３錠（３×１）

ガバペン200mgより開始し3日後400mgへ



・ 増量後、さらに便秘傾向となり 3～4 日毎にしか排便がない。

・ 坐薬、浣腸の使用することもあり、便秘がつらいと言っている。

現症

身長 158cm、体重 65Kg。バイタルサインはほぼ正常。酸素を 2Ｌ/分をマ

スクで使用している。安静時に呼吸困難は認められない。身の回りのこと

や移動にも介助は必要なく、ＡＤＬは自立している。

疼痛（０～１０のVAS評価）は、安静時 ＶＡＳ 1～2、体動時 ＶＡＳ 4～

6。オキノーム０～１回/日。背部鈍痛、左肩がズキズキと痛む。右胸は、正

座の後の無感覚のような、しびれたような痛みが残っている。最近は、笑う

ことが少なくなり、口数も少なくなった。時々、眠れない。

それ以外の症状は、嘔気嘔吐（－）、眠気（－）、便秘（３日間なし）

職業 ：無職（前職は市役所職員）

家族 ：キーパーソンは妻、具合が悪いときは付 き添いもしていた。妻の日課

である犬の散歩は、息子が代行した。家族は誰彼となく面会に来てい

た。

趣味 ：町内会の仕事をするのが大好きだった。この病気になりしばらくして、任

期もあり止めた。地震のときの采配ぶりを語るのが好きだった。

病状説明

・ 主治医から本人に告知はされていて、病気の広がりや痛みの原因の説

明もされている。

・ 予後は、言明はされていない。

・ 主治医は病気の進行と病状より、積極的治療としての化学療法は考えて

いなかったが、そのことについて本人には説明していない。

病状認識

・ 痛みが出なければ、また化学療法をしてもらうことが出来て、良くなると

考えている。

・ 家族に心配をかけたくないため、痛がっている姿を見せないようにしてい

る。

・ 今は治療ができないが、体の土台を作る時期だと考えている。

・ 食べられないことも痛みのせいだと考えている。

・ 否認はしていない。

・ 今は専門的治療をするため、家から離れた病院に入院しているが、なる

べく早く、家または家の近くの病院で治療したい。



課題

1. これまでの処方変更等に問題点はなかったか検討して下さい。

2. 今後、疼痛やその他の身体的症状への対処を どのように考えますか？

3. 身体的症状以外にどのようなことを考慮し対処する必要があると思います

か？

session 2 感染・栄養症例

症例

85 歳、女性、身長 155cm、体重 35Kg、介護施設入所中であった。

診断名

肺炎

入院するまでの経過と現在の状況

69 歳時に高血圧を指摘され、ディオバン 40mg を服用開始。80 歳時に脳梗塞発症し、2

年前から肺炎にて当院を繰り返し入院、また、1ヶ月前には尿路感染症にて1週間入院した。

脳梗塞発症後から、やや嚥下機能が低下してきたのか、食事中にムセがでるようになって

いた。内服に関しては、なんとか自力で服用していた。1 週間くらい前から食欲が低下し、

活気もなくなっていた。1 か月で 2kg 程度体重減少がみられた。2～3 日前から 37℃代前半

の発熱がみられたため内科受診し、そのまま入院となった（11 月 14 日） 。

本日（11 月 15 日）は、食欲なく、38.3℃の発熱がある。ベッド上から動くことはなく、

意識はあるが寝たきりの状態。

既往歴

高血圧 69 歳

脳梗塞 80 歳

肺炎 83 歳 84 歳

尿路感染症 85 歳

HCV（-）、HBV（-）、インフルエンザ A･B （-）、手術歴なし、アレルギー・副作用歴なし、

予防接種歴：毎年インフルエンザワクチン接種、今年はまだ

ＡＤＬ・嗜好品・その他

一部介助～全介助、やや難聴 アルコールなし、タバコなし



持参薬・投薬歴

バイアスピリン錠（100mg）1T 1×M

オメプラール（20mg）1T 1×M

ディオバン（40mg）1T 1×M

ラシックス（20mg）0.5T 1×M

ハルシオン（0.25mg）1T 1×vds

プルゼニド（12mg）2T 1×便秘時

1 ヶ月前に尿路感染症にてパンスポリン 5 日間点滴、その後クラビット 100mg3T3×n7 日

間服用

入院時所見

呼びかけに開眼するも発語なし、 湿性ラ音＋ 、四肢麻痺－、リンパ節腫脹なし、皮膚乾

燥気味、腹痛－、悪心・嘔吐－、

胸部 X 線写真で右下肺野 1/3~2/3 に浸潤影あり、胸水なし

頭部 CT で脳萎縮＋、大脳基底核に低濃度域あり

心電図: 洞調律

喀痰塗沫：Miller & Jones 分類 P2、Geckler 分類 4、グラム染色にて陽性球菌（貪食像あ

り）、陽性桿菌、陰性桿菌、真菌など

入院時処方、指示

禁食、禁飲水

注射指示

ヴィーン D 1000mL 6 時間かけて

マキシピーム点滴静注用バッグ 1g×2 AM,PM div

ビソルボン 1A×2 AM,PM iv

持参薬継続（経鼻注入）

発熱時

ボルタレン坐 25mg 1 本 8 時間あけて

スルピリン 1A im 1 日 2 回まで

今後の予定

入院時注射・輸液指示を 7 日間継続し、採血・胸部Ｘ線写真・症状・培養結果を見て、抗

生物質、輸液を検討する予定。また、食事摂取は嚥下機能を確認しながら試みていく予定。

今後の予定 （8 日目以降）

点滴・輸液



１．アミノフリード 500mL 3 時間かけて

２．20%イントラリポス 250mL 側管 3 時間かけて

３．（抗菌薬？）

経口摂取

１．ゼリー食を 1 日 1 回程度で開始

課題（感染）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の薬物治療に問題はないか？

１．どのようなタイプの肺炎か？

２．その肺炎で推定される起炎菌は？この症例の重症度は？

３．起炎菌と重症度から考えてマキシピームでよいか？適切な用法、用量は？

例）入院中にフォローすべきことは？

１．抗菌薬の効果、副作用発現の評価をするためにはどのような症状、検査値

に注目するか？

例）今後、肺炎を繰り返さないための対策は？

１．薬物療法と非薬物療法の観点から

課題（栄養）

この患者の薬学的ケア上の問題点を整理し、ケアプランを作成してください

例）入院当初の栄養に問題はないか？

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量など

２．内服薬の投与方法について

例）入院中（７日目まで）にフォローすべきことは？

１．栄養面で介入すべきことは？

例）８日目以降の予定について

１．輸液製剤の選択、投与速度、輸液量に問題はないか？


