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研究論文  
 

 

薬剤管理指導は慢性心不全患者の 

良好な予後と関連する 
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≪抄録≫                         
背景：これまで、薬剤管理指導は入院患者のチーム医療の一つとして実施されてきた。しかし、それが治

療のアウトカムにどの様に影響したかを示す研究はなかった。本研究の目的は、薬剤管理指導が慢性心不全

患者の予後に与える影響を検討し、内科治療の一環としての薬剤管理指導の意義を評価することである。 
 方法：当院循環器病棟に 2006 年 4 月から 2010 年 12 月までに慢性心不全急性増悪治療目的に入院した

患者を対象に、薬剤師による薬剤管理指導が退院後の死亡率と複合イベント（全死亡＋慢性心不全急性増悪

入院）発生率に与える影響を、Cox 比例ハザードモデルを用いて解析した。 
 結果：全死亡の増大と関連する因子は年齢、男性、及び、慢性心不全急性増悪の既往であった。全死亡の

減少と関連する因子は薬剤管理指導であった。また、複合イベントの増大と関連する因子は、年齢、男性、

慢性心不全急性増悪の既往、及び、糖尿病であった。複合イベントの減少と関連する因子はジギタリスの服

用と薬剤管理指導であった。薬剤管理指導を受けた群と受けない群の 1 年生存率は、それぞれ 93 %と 78 %、

2 年生存率は、それぞれ 84 %と 69 %と有意差を認めた。薬剤管理指導を受けた群と受けない群の複合イベ

ント回避率は、それぞれ 78 %と 58 %、2 年生存率は、それぞれ 66 %と 43 %と有意差を認めた。 

 結語：薬剤管理指導は慢性心不全患者の良好な予後と関連する。 

                  
キーワード： 慢性心不全 薬剤管理指導 死亡 急性増悪入院 予後 

（2012 年 3 月 21 日 原稿受領、3 月 31 日 採用） 
 
 
 
１ 緒言 
 

 近年、病院薬剤師の役割は伝統的な薬剤管理業務

からチーム医療への貢献へと、その比重を大きく変

化させている。薬剤師が入院患者に対して行う薬剤

管理指導は服薬アドヒアランスを向上させ、誤薬を

防止し、薬物治療の質を高めるために極めて重要で

ある。しかしながら、薬剤管理指導が疾患のアウト
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カムを改善したことを示すEBMはこれまで存在し

なかった。 

慢性心不全は死亡率が高く、また、再入院率も高

率であることから 1)、医療経済的にも大きな負担と

なっている。従って、慢性心不全の治療は死亡率や

再入院率の低下効果によって、治療の質を明確に判

定することができる。本研究の目的は、薬剤管理指

導が慢性心不全患者の死亡率と再入院率に与える

影響を検討し、内科治療の一環としての薬剤管理指

導の意義を評価することである。 

 
２ 方法 
 

 2006 年 4 月から 2010 年 12 月までに循環器科へ

新規入院した慢性心不全急性増悪患者の中で癌性

心膜炎、甲状腺機能亢進症、及び、薬剤管理指導を

拒否した患者を除き、生存退院した連続 379 名を対

象とした。心不全症状の有無はフラミンガム基準に

基づいて行われた。背景心疾患は心臓カテーテル検

査、または、非侵襲的な検査によって診断された。

急性期治療が終了した後、退院までの期間に 159
名の患者に対して、経験のある 2 名の薬剤師が薬剤

管理指導を実施した。患者選択基準は薬剤師の判断

に任された。薬剤管理指導において、服薬上の注意

点、病態の理解とそれに対する薬剤の意義、及び、

服薬アドヒアランスの重要性についての説明と指

導がなされた。また、薬物治療の効果を高めるため

に、必要であれば塩分制限と体重管理の方法につい

て小冊子を用いた指導を追加した。患者家族の協力

が治療に必要な時には、家族への詳細な指導も行っ

た。患者管理のために解決できない問題があれば、

主治医や看護師と相談を行い、薬剤管理指導を繰り

返した。調査項目は、背景疾患、退院時投与薬剤、

退院時の心臓超音波検査データである。 
退院後に経過観察を行い、全死亡、及び、慢性心

不全増悪による再入院率を調査した。当院に通院し

ていない患者へは電話調査を行った。エンドポント

は全死亡、または、複合イベントの発生である。複

合イベントは全死亡、または、慢性心不全急性増悪

による再入院と定義した。 
 本研究は、仙台医療センター倫理委員会による倫

理審査を受け、その承認を得た。 

 
３ 統計 
 

 統計は SPSS（Ver 11、SPSS 社）を用いて、Cox
比例ハザードモデルによる生存分析を行った。共変

量には、年齢、性別、薬剤指導、慢性心不全急性増

悪入院の既往、冠動脈疾患、その他の疾患、心房細

動、高血圧、糖尿病の有無、退院処方（ジギタリス、

アンジオテンシン変換酵素阻害薬、または、アンジ

オテンシン受容体拮抗薬、ベーター遮断薬、アルド

ステロン拮抗薬、カルシウムチャネル拮抗薬、ルー

プ利尿薬の有無）、退院時の左室拡張末期径、左室

駆出率（Teichholz 法）を用いた。薬剤管理指導を

受けた患者群と薬剤管理指導を受けなかった患者

群との間の有意差は、連続変数ならば unpaired-t
検定によって、カテゴリー変数ならばカイ二乗検定

によって評価した。年齢、左室拡張末期径、左室駆

出率は連続変数として解析を行った。薬剤管理指導

を受けた患者群と薬剤管理指導を受けなかった患

者群の、それぞれの生存率と複合イベント回避率を

カプラン・マイヤ―法によって算出した。有意差検

定は log rank 法によって計算した。 
 
４ 結果 
 

 平均観察期間は 15 ± 17 ヶ月であった。1 年フォ

ローアップ率は 62.9%であった。表 1 に薬剤管理

指導を行わなかった患者と薬剤管理指導を行った

患者の患者背景を示す。薬剤管理指導を行った患者

は薬剤管理指導を行わなかった患者よりも、年齢が

有意に低く、ベーター遮断薬使用頻度が有意に高く、

左室駆出率が有意に低かった。それ以外の患者背景

には、両群間の有意差を認めなかった。 
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表１ 薬剤管理指導の有無に分けた患者背景 

 

 

 表2にCox比例ハザードモデルによる生存分析の

結果を示す。全死亡の増大と関連する因子は年齢、

男性、及び、慢性心不全急性増悪入院の既往であっ

た。全死亡の減少と関連する因子は薬剤管理指導で

あった。また、複合イベントの増大と関連する因子

は、年齢、男性、慢性心不全急性増悪入院の既往、

及び、糖尿病であった。複合イベントの減少と関連

する因子はジギタリスと薬剤管理指導であった。 

 

表２ Cox 比例ハザードモデルによる多変量解析 

 
 

 図 1 に薬剤管理指導の有無によるカプラン・マイ

ヤ―法による生存率、及び、複合イベント回避率を

示す。薬剤管理指導を受けた群と受けない群の 1 年

生存率は、それぞれ 93 %と 78 %、2 年生存率は、

それぞれ 84 %と 69 %と有意差を認めた。薬剤管理

指導を受けた群と受けない群の 1 年複合イベント

回避率は、それぞれ 78 %と 58 %、2 年複合イベン

ト回避率は、それぞれ 66 %と 43 %と有意差を認め

た。 

 

 

図１ 薬剤管理指導の有無による全死亡（A）と複合イベン

ト（B）のカプラン・マイヤー解析 

 
５ 考察 
 
本研究は薬剤管理指導が慢性心不全患者の全死
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亡、及び、複合イベントの減少に関連する新しい予

後規程因子であることを初めて明らかにした。 
薬剤管理指導は、本邦保険診療における病院薬剤

師の重要な業務である。集学的チーム医療を要する

複雑な疾患において、病院薬剤師が診療チームの一

員として積極的に関与することは極めて重要であ

る。特に慢性心不全は臓器血流の低下を介して発生

する全身臓器の病態であるため、循環器専門医によ

る治療のみならず、多分野の専門家による包括的な

患者ケアが患者の生命予後改善に貢献することの

報告がなされている 2)。しかしながら、薬剤管理指

導が慢性心不全の予後にどの様に関連するかを示

した研究はこれまで全くなかった。本研究が示した、

慢性心不全患者の予後に対する薬剤管理指導の役

割は、慢性心不全患者の治療の進歩に大きな影響を

与えると思われる。 
 本研究で行われた薬剤管理指導は、伝統的な薬剤

指導（服薬コンプライアンスの向上、服薬の必要性

の理解、家族への指導）のみならず、薬剤の効果を

高めるために行った生活指導（塩分管理、体重管理）

も含んでいる。また、患者の理解力に応じて、これ

らの作業をくり返し行ったことも、本研究の薬剤管

理指導の特徴である。このように、慢性心不全の包

括的治療のために薬剤管理指導の業務内容を独自

にプログラムすることは重要である。 
 これまで生命予後を改善すると報告されてきた

抗心不全薬（アンジオテンシン変換酵素阻害薬、ア

ンジオテンシン受容体拮抗薬、ベーター遮断薬、ア

ルドステロン拮抗薬）は、本研究では予後と関連し

なかった。それらを用いたこれまでの大規模無作為

研究は、収縮期心不全、且つ、平均年齢 65 才から

68 才前後を対象としている。しかし、診療の現場

ではさらに高齢の慢性心不全患者が多く、また、拡

張不全患者が過半数を占める 3)。本研究でも 152 人

が左室駆出率<50%を示す収縮期心不全であり、227
人が左室駆出率≥50%を示す拡張期心不全であった。

拡張期心不全患者に対する薬物療法のEBMは未だ

未確定であること、大規模無作為研究は、必ずエン

トリーバイアスを伴うこと等を考慮すると、従来か

らの慢性心不全治療のEBMが診療のリアルワール

ドでも成り立つとは限らないことを、本研究は示し

ている。 
 これまで、収縮期心不全に対するジギタリスの有

効性を示した無作為研究は存在する 4)が、拡張期心

不全心不全を対象とした無作為研究はなかった。従

来から、EBM の背景には製薬会社の販売戦略が存

在することが指摘されてきた 5)。このような事情が、

薬剤コストの低いジギタリスのEBM確立を妨げて

いる。従って、過半数の慢性心不全患者が拡張期心

不全に属する本研究において、ジギタリスが複合イ

ベントの改善と関連していたことは極めて重要で

ある。 
 本研究においてアスピリンやワルファリンなど

の抗血栓薬の影響を検討していない。この理由は抗

心不全薬を対象とした薬剤管理指導の影響を検討

することが本研究の目的だからである。脳血管疾患

は慢性心不全患者の予後に大きく影響を与える疾

患であるが、本研究において系統的な脳疾患の検査

を全例に行っていないため、評価の対象外とした。

また、1 年フォローアップ率が 62.9%と低いことも

問題である。低いフォローアップ率は多変量解析の

結果を歪ませるかもしれない。さらに予後調査を進

め、フォローアップ率の向上を図る必要がある。薬

剤管理指導を行う患者選択は無作為ではく、薬剤師

の判断に基づいていた。結果として、薬剤管理指導

が実施された患者は、実施されなかった患者よりも

若年で、ベーター遮断薬が導入され、退院時の左室

駆出率が高い患者であった（表 1）。このように 2
群間の患者の背景因子は均一ではなかった。しかし、

Cox 比例ハザードモデル解析を用いた多変量解析

によって得られた結果は充分な信頼性がある。 
48 床の循環器病棟を担当する薬剤師は 2006 年 4

月~2008 年 4 月までは 1 名、2008 年 5 月からは 2
名である。薬剤師は薬剤科で決められた内容に沿っ

て薬剤管理指導を行なっており、指導内容に関する

薬剤師間の差は少ない。しかし、薬剤管理指導に割

り当てられた業務は薬剤師一人当たり一日平均約 2
時間程度と少なく、全ての慢性心不全患者の薬剤管
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理指導を行うことができていない。薬剤師が十分な

薬剤管理指導業務を実施する時間を確保できるよ

うにすることが重要である。また、指導内容と時間

を定量的に評価していないため、薬剤管理指導の質

的な評価、及び、その作業の標準化も今後なされる

べきである。 
 
６ 結語 

 
薬剤管理指導は慢性心不全患者の全死亡、及び、

複合イベントの減少に関連する新しい予後規程因

子である。薬剤師が十分な薬剤管理指導業務を実施

するための対策が望まれる。 
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