
ICUにおける薬剤師の役割	

慈恵ICU勉強会 



疫学	



　2004年ヨーロッパ各国の調査　　　平均：0.93人/100床 
 
	

Workforce of EU hospitals and pharmacy services: a direct 
patient safety issue.  

Eur J Hosp Pharm Pract 2006, 12:31-34.  



2008年 アメリカ病院薬剤師会の調査結果	



平成２１年 病院報告

平成２１年病院報告2009年 常勤換算
総数 医師 薬剤師 看護師 臨床工学技士

総数
（総数）
総数 113.7 11.9 2.7 41.2 0.8
　２０～２９床 221.8 18.6 5.4 44.8 3.3
　３０～３９ 154.1 13.4 3.9 31.6 1.1
　４０～４９ 132.1 11 3.4 29.5 0.9
　５０～９９ 116.2 9.1 2.8 28.6 0.7
	 １００～１４９ 107.3 7.4 2.4 29 0.6
	 １５０～１９９ 105.3 7.4 2.3 31.6 0.7
	 ２００～２９９ 96.9 7.2 2.1 32.8 0.6
	 ３００～３９９ 106.2 10 2.6 42.9 0.9
	 ４００～４９９ 112.3 12.6 2.7 50.2 0.8
	 ５００～５９９ 122 16.1 3 57.9 0.9
	 ６００～６９９ 138.7 24.3 3.3 66.1 1
	 ７００～７９９ 139 23.5 3.5 64.9 1.1
	 ８００～８９９ 160.3 33.5 4.1 73.8 1.2
	 ９００床以上　 157.4 35.1 4.3 67.4 1.4

　　上巻　第６０表　１００床当たり従事者数，職種・病床規模/一般病院（再掲）別
平成２１年１０月１日現在

独立行政法人統計センター調べ（一部抜粋）	

世界からみる日本の100床当たりに対する病院薬剤師の人員配
置の位置づけは・・・ ヨーロッパの約2.9倍 

アメリカの約0.18倍 



薬剤師のICU常駐率	

•  アメリカ 
　　国内アンケート調査によると、回答のあった1034のICUのう

ち62.2％しか薬剤師が常駐していない。 
Ann Pharmacother. 2006 Apr;40(4):612-8. 

 

•  日本 
　　2007年に行われた日本臨床救急医学会多職種連携委員

会小委員会薬剤師ワーキンググループの調査によると、
救命救急センター137施設のうち54施設（40％）に薬剤師
が配置されている。	

薬事新報（0289-3290）2482号 Page29-34(2007.07) 
 

 
	



ICU薬剤師の歴史	



Pubmed 【キーワード；intensive care, pharmacist】、医中誌	

【キーワード；ICU、薬剤師】で検索。それぞれ も古い文献は、	
	

n  Pubmedでは、	

　　重症患者をかかえるICUにおいて薬剤師は、それに十分対
応できる薬剤の確保と、ICUからのリクエストに対し柔軟に対
応すべき。 

Mod Hosp.1963 Jan;100:110. 

n  医中誌（日本）では、 
　　治療の緊急性および患者の重篤度といった点で特殊性があ

り、薬剤師の果たす役割には自ずと特色が見られるが、医
療チームの一員として医薬品の適正使用に果たす薬剤師の
役割は重要である。 

日本集中治療学会雑誌（1340-7988）4巻Suppl.PageS237（1997.04）  

世界と日本のICU薬剤師について 初の文献	



ICUに薬剤師を常駐させると　　　　　　
いいことがある？	



Evaluation of the role of the critical care pharmacist in identifying 
and avoiding or minimizing significant drug-drug interactions in 
medical intensive care patients 

J Crit Care. 2011 Feb;26(1):104.e1-6. Epub 2010 Jun 19. 

ICU回診に薬剤師がつくことで、薬物間相互作用（DDI）発生数を減少させ
ることができるか？	
 
Design and Setting：	
•  Before-after study 
•  ニューヨークのmedical ICU 12床、2008年10月16日～12月18日 
Methods: 
•  薬剤師がオーダ内容をレビューし、Lexi-Comp databaseを使ってDDIを
識別、分析。重大なDDI発生数、 ICU滞在期間、退室状況を評価した。 
Results： 
 　回診に薬剤師がつくと、重大なDDI発生数を65%減少させた。　　　　　　　　
（ポアソンの回帰係数=-1.036; 95%CI=-1.318~-0.753;p<0.01）	
　 また多変量解析の結果、DDIの発生とICU滞在期間には相関があったが
（p<0.01）、院内死亡率では有意差はなかった（p＝0.09）。 



Pharmacist participation on physician rounds and adverse 
drug events in the intensive care unit. 

JAMA. 1999 Jul 21;282(3):267-70. 

処方オーダーエラーによる薬剤有害事象の回避数と回避率、薬剤師
の介入内容および薬剤師介入の受け入れ率について評価。 
 
Design and Setting  
•  Before-after study 
•  Massachusetts General Hospital（ボストン） 
　2つのmedical ICU 17床（study unit）と、CCU 15床（control unit） 
 
Methods  
•  非介入群（Phase1）；1993年2月1日~1993年7月31日 
•  介入群（Phase2）；1994年10月1日~1995年7月7日  
•  それぞれの調査期間から75名の患者をランダムに選択 
 



Pharmacist participation on physician rounds and adverse 
drug events in the intensive care unit. 

JAMA. 1999 Jul 21;282(3):267-70. 

n  薬剤師の介入内容 
オーダ内容の明確化または訂正；
178件（45%） 
医薬品情報の提供；100件（25％） 
代替療法の推奨；47件（12%） 
薬物相互作用の同定；14件（4%） 
薬物アレルギーの同定；8件（2%） 
副作用薬の同定；6件（2%） 
　                                　　  など	

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピューターを再起動して再度ファイルを開
いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。



Pharmacist participation on physician rounds and adverse 
drug events in the intensive care unit. 

JAMA. 1999 Jul 21;282(3):267-70. 

•  Study unitでオーダー関連エラーを66％減少。 
 　(Phase1：10.4 [95% CI, 7-14]  Phase2：3.5 [95% CI, 1-5]; p<0.001) 
•  Control unitでは有意差なし。 
　(Phase1:10.9 [95% CI, 6-16]  Phase2:12.4 [95% CI, 8-17] ;p=0.76) 
•  薬剤関連の介入362/366件（99％）が医師に受け入れられた。 



薬剤師がICU病棟へ常駐し処方オーダーに対して介入することで、
処方関連インシデント数は減少するか？また、処方エラーの原因と
その薬剤の種類はどのような傾向があるか？ 
  
Design and Setting：  
•  Prospective study 
•  アカデミックメディカルセンター、medical-surgical ICU,28床 
 
Methods : 
•  Baseline群；2005.10/3～10/22の3週間 (115名)	
•  介入群； 8ヶ月 前期: 2005.10/24 ～ 2006.2/25 (573名)	
　　　　　　　　　　　 後期: 2006.2/27 ～ 2006.6/30 (485名) 
※）介入期間中にICU薬剤師に対し、主要なガイドラインやプロトコールについて　
トレーニングプログラムが行われたため、その影響を調べるために前期と後期に
分けられた。	

On-ward participation of a hospital pharmacist in a Dutch intensive 
care unit reduces prescribing errors and related patient harm: an 
intervention study　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Critical Care 2010, 14:R174 . 



Results: 

On-ward participation of a hospital pharmacist in a Dutch intensive 
care unit reduces prescribing errors and related patient harm: an 
intervention study　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Critical Care 2010, 14:R174 . 

　それぞれ1,000 monitored patient-days あたりの処方関連イ
ンシデント数は、ベースライン群で190.5件に比べ、介入群で
62.5件となり、有意に減少した。　　　　　　　　　　　　　　　　
（95%CI＝89.3~166.6, p<0.001） 
　また介入期間内で見てみても、前期は77.8件だったのに対し、
後期では44.4件（95%CI＝20.9~45.9, p<0.001）と有意に減少
した。	



On-ward participation of a hospital pharmacist in a Dutch intensive 
care unit reduces prescribing errors and related patient harm: an 
intervention study　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Critical Care 2010, 14:R174 . 

n  処方エラーの原因 
薬剤の投与忘れ（31.6%） 
モニタリングエラー（25.4%） 
不適切な投与量（18.5%） 
 
n  エラー薬剤の種類は、 
抗菌薬（23.4%） 
抗血栓薬（14.8%） 
抗てんかん薬（10.8%） 
	
※その理由として、	
・ 頻回に投与量や回数の変更 
がある。	
・ ICUでは、抗てんかん薬は 
あまり使い慣れていない。 



Effects of pharmacist participation in intensive care units on 
clinical and economic outcomes of critically ill patients with 
thromboembolic or infarction-related events. 

Pharmacotherapy. 2009 Jul;29(7):761-8. 

 血栓塞栓症や心筋梗塞関連イベント（TIE）により致死的状況に陥った
メディケア加入患者へICU薬剤師が介入すると、医療費、ICU滞在期間、
死亡率は減少するのか？ 
 
Methods : 
•  Retrospective database review 
•  2004年9月1日~2005年8月31日のメディケア加入患者データベースより
 データ収集。 
→死亡率、ICU滞在期間、全医療費、出血性合併症の頻度について評価。 
 
Results： 
 141,079名にTIEが発症し、そのうち7,987名に出血性合併症が発症。 
 

n 出血性合併症の頻度（ICUに薬剤師が常駐していないと） 
　49%up（OR=1.53,95%CI=1.46-1.60）。	



Effects of pharmacist participation in intensive care units on 
clinical and economic outcomes of critically ill patients with 
thromboembolic or infarction-related events. 

Pharmacotherapy. 2009 Jul;29(7):761-8. 

n  全医療費（ICUに薬剤師が常駐していないと） 
TIEのみ；$215,397,354 up（p<0.001） 
TIE+出血性合併症；$63,175,725 up（p<0.0001） 
 
n  ICU滞在期間（ICUに薬剤師が常駐していないと） 
TIEのみ；14.8% up（mean±SD=7.28±8.17 vs 6.34±7.80 ; p<0.0001） 
TIE+出血性合併症；15.8% up                            
（mean±SD=12.4±13.28 vs 10.71±9.53 ; p=0.008） 
 
n  死亡率（ICUに薬剤師が常駐していないと） 
TIEのみ；37% up（OR=1.41,95%CI=1.36-1.46） 
TIE+出血性合併症；31% up（OR=1.35,95%CI=1.13-1.61） 
 
→ICU薬剤師が積極的にTIE患者に関われば、出血性合併症の頻度、 
　医療費、ICU滞在期間、死亡率を減少させることができる。 



Clinical and economic outcomes of involving pharmacists in 
the direct care of critically ill patients with infections. 

Crit Care Med. 2008 Dec;36(12):3184-9. 

　ICUに薬剤師常駐の有無によって、院内感染、市中感染、Sepsis
による医療費、ICU滞在期間、死亡率が変わるのか？  
 
Methods : 
•  患者データは2004年Medicare provider analysis and reviewから
引用。 
•  調査した感染のタイプ毎に、265～276の病院、8,927~54,042名の
患者が抽出、評価された。 
 
Results： 
n 全医療費（ICU薬剤師が常駐していないと） 
院内感染；12% up (p<0.001, $132,978,807 extra billing charges) 
市中感染；11.9% up (p<0.001, $32,240,378 extra billing charges) 
Sepsis ; 12.9% up (p<0.001, $224,694,784 extra billing charges) 



Clinical and economic outcomes of involving pharmacists in 
the direct care of critically ill patients with infections. 

Crit Care Med. 2008 Dec;36(12):3184-9. 

　　 
 

n  ICU滞在期間（ICU薬剤師が常駐していないと） 
院内感染； 7.9% up (p < 0.001, 14,248 extra days) 
市中感染； 5.9% up (p = 0.03, 2855 extra days) 
Sepsis ; 8.1% up (p < 0.001, 19,215 extra days) 
 
n  死亡率（ICU薬剤師が常駐していないと） 
院内感染；23.6% up (p < 0.001, 386 extra deaths) 
市中感染；16.2% up (p = 0.008, 74 extra deaths) 
Sepsis ; 4.8% up (p = 0.008, 211 extra deaths) 
 
　→ICUに薬剤師が常駐していないとコスト、ICU滞在期間、死亡率の

すべてにおいて有意に増加する。	



薬剤師をICUに常駐させる利点	

•  処方のエラーを未然に防ぐ。  
•  薬物相互作用の発生頻度を減少させる。 
•  薬剤アレルギーや副作用の原因薬を同定してくれる。 
•  医師、看護師へ医薬品情報を迅速に提供できる。 
•  医療費を削減できる。 
•  心血管イベントによる出血性合併症の頻度が減少

する。 
•  ICU滞在期間が短縮する。 
•  感染症や心血管イベントによる死亡率を減少させる。 
　　　　　　　　 



日本のICU薬剤師の取り組み	



集中治療室における薬剤師によるMRSA感染症治療への介入効果 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬学雑誌. 2011 Apr;131(4):563-70 . 

薬剤師がMRSA感染患者へ治療初期から介入したことによる治療期
間および医療コストへの影響を評価。 
 
Design and Setting  
•  Retrospective study 
•  済生会横浜東部病院 ICU10床 
Methods  
•  平成19年4月~平成20年12月の21ヶ月間にMRSA肺炎と診断され
た患者のうち、MRSA感染治療初期から介入したICU患者（介入群：
11症例）と、実施しなかったICU以外の入院患者（非介入群：47症例）
とを比較、評価した。 
Results； 
n  抗MRSA薬の平均投与期間 
介入群；9.5±1.7日間、非介入群；14.4±6.6日間で有意に減少
（p=0.01） 
 



集中治療室における薬剤師によるMRSA感染症治療への介入効果 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬学雑誌. 2011 Apr;131(4):563-70 . 

n  1症例あたりの抗MRSA薬の平均薬剤費 
介入群で138,298±42,808円、非介入群では168,770±121,093円 
であり、有意差なし（p=0.97）。 
n  抗MRSA薬投与期間中の1日当たりの平均医療費 
介入群で935,480±144,912円 
非介入群では1,158,719±348,787円 
　→約22万円有意に安価であった（p=0.03） 
Conclusion; 
　　非介入群に対する治療初期介入効果は、約1000万円の医療費削減で

きた可能性が示唆された。 



救急認定薬剤師制度	



2010年日本臨床救急医学会より救急認定薬剤師制度が公示。　　　　　
（条件；薬剤師実務経験5年以上、本学会会員2年以上、ICLSの受講など） 

2011年9月に27人の「救急認定薬剤師」が初めて誕生。	

u 平成24 年春に第1 回の認定試験予定。	



まとめ（感想）	

•  国や地域の違いで法的に薬剤師の行える範囲は
異なるが、複数の研究でICUに薬剤師を配置するこ
との有用性が示されている。	

 
•  今回の勉強会を通して薬剤師としての役割を再確

認するとともに、 ICUにおける薬剤師の必要性を
訴え、一日常駐体制をとれるように働きかけていき
たい。	

	

•  救急認定薬剤師の取得を目指していきたい。	


