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１．はじめに
医療分野での IT を活用したさまざまな取り組みは、医療の進化と患者 QOL の
向上をもたらしている。筆者らのグループで長い間取り組んできた医薬品情報、
その中でも医薬品の安全管理上で重要な副作用情報の AI を活用したビジュアル
化により、長年の経験を通して薬剤師が頭の中で描けるようになる医薬品全体に
対するイメージが平面マップに再現できるようになった。AI としては SOM（SelfOrganizing Map、SOM）を用いた。人間をはじめとする哺乳類の大脳皮質では、隣
りあったニューロンはよく似た入力信号(視覚、聴覚など五感の刺激)に反応しや
すい性質を持つが、それを再現する簡略化したコンピュータ上の AI として
Kohonen の自己組織化ネットワークがあり、高次元のデータセットを視覚化した
2 次元地図（SOM）を作成することが可能である。
このことは、医薬品情報源である医薬品添付文書（Package Insert、以下 PI）
などは文字・数字情報であり、同効薬の副作用情報に関する全体像や医薬品間で
の違いを把握することは容易ではない中、多数の同効医薬品の副作用発現情報の
一括把握が瞬時に可能となり、まさに、“百聞は一見に如かず”を意味する。ま
た、新規の副作用発現の予測も可能となることを示しており、医師・薬剤師ほか
の医療関係者が医薬品をより安全に効果的に使う上で支援できる新たな可能性
が芽生えることを示唆しておりインパクトがある。実際に、次章の図表 1 に示す
副作用発現の SOM（副作用 SOM）が、その作成半年後に厚生労働省の安全性情報に
より注意が促された抗菌薬ジスロマック®における横紋筋融解症の発現を予測し
ていたことに、筆者らが初めて気づいた時は驚きであった（文献 1）。
その後、筆者らは、多くの薬剤師や教員、学生の皆さんとの共同研究により、
多くの薬効群での副作用 SOM の作成と解析を行い、汎用的な、また、その薬効群
に特徴的な、副作用情報のデータ構造を明らかにしてきた。そして、これらの研
究成果は、病院・薬局に活かせる医療安全管理の新しい取り組みの一つとして考
えられている（文献 2）。
本稿では、それらの概要と副作用 SOM を自由自在に活用するさまざまな拡張ま
でを、医療現場で活用できるようにすることでもたらされる大きな可能性につい
て紹介する。

２．AI の活用によるデータ構造を反映したビジュアルな副作用情報へ
2006 年 1 月時点の PI から取得した副作用情報をもとに、経口抗菌薬 44 剤の副
作用につき AI により可視化を行ったところ、学習初期段階のランダムな配置が、
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学習を重ねることにより副作用全体の類似度が高い薬剤ほど近接して配置され、
副作用のデータ構造を反映したものに変化した。そして、最終的に得られた個々
の薬剤の最適な配置図（副作用 SOM）を図表 1 に示した。抗菌薬は、1．キノロン
系、2．セフェム系、3．ペニシリン系、・・・と、主作用（効能効果）のやや異
なる、経口薬だけでも 10 種ほどの系統に分かれ、感染した細菌に適応する系統
ごとに色分けしたマスクをかぶせてみると（図表 1（右））、系統ごとにまとま
って薬剤が配置されていることが判明した。図表 1（左）には副作用 SOM に付随
する延べ 347 個の副作用ごとの要素平面の中から、「横紋筋融解症」の例を示す
（発現ありの薬剤は赤色ゾーン、なしの薬剤は青色ゾーン）。
ニューキノロン系抗菌薬では「横紋筋融解症」の発現に要注意であることが知
られているが、マップからそのほとんどの薬剤で発現していることがわかる。し
かし、ニューキノロン系のように一定のカテゴリに共通してみられる副作用につ
いては把握しやすいが、カテゴリ単位でなく、個別の薬剤に起こる副作用で、か
つ、発現報告の少ない薬剤については、薬剤師でも把握できない場合がある。マ
ップをみると、ニューキノロン系以外では、マクロライド系のクラリス®、セフェ
ム系のフロモックス®、ペネム系のファロム®にも発現していることが一目で確認
でき、このマップをよく眺めると、ジスロマック®は同じマクロライド系のクラリ
ス®やニューキノロン系群の近くに配置されているが、未だ発現報告なしで青く
なっていた。
【図表 1】抗菌薬 44 剤の副作用発現マップ～横紋筋融解症の要素平面（左）と
副作用発現傾向の類似性を反映した副作用 SOM（右）
2006 年時点

（出所）筆者ら作成
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副作用 SOM 作成から半年後の 2006 年 6 月、医薬品・医療機器等安全性情報を
通してジスロマック®に横紋筋融解症の発現報告があったので注意するようにと
の呼びかけがあった。隣接する薬剤のほとんどが横紋筋融解症を発現しているこ
とを考慮すると、SOM の基本原理（図表 2）により、将来の発現を危惧していた。
つまり、副作用 SOM は新規の副作用発現を予測できることが示唆されたこととな
り、驚きであった。
結局、抗菌薬には多彩な副作用が認められるものの、その発現機序には不明な
ものも多い中、副作用 SOM による可視化は“抗菌薬の副作用発現はおおまかには
効能効果の作用機序との類似性がある”ことを明確に示唆している。このことか
ら、副作用 SOM 上の薬剤配置は薬の専門家である薬剤師には理解しやすい配置で
あり、さまざまな副作用の要素平面をみれば、どの副作用ならどの薬剤で発現し
やすいかを、瞬時に、網羅的に、確認できることになる。また、PI に未だ発現の
記載がない副作用でも、その薬剤が要素平面の赤色ゾーンの近くに配置されてい
れば、いつ発現が起きてもおかしくないと予想してリスクを回避できる可能性が
ある。
【図表 2】自己組織化マップ（SOM）の活用は、臨床に必要なスキルへの近道
（副作用 SOM の原理）
副作用発現パターンが似ている薬剤ほど近くに、異なる薬剤ほど離れて配置される

副作用の発現機序として、薬理作用の過剰発現、薬物毒性、アレルギーなどが知られているが、
発現機序の不明な副作用も多く対応に困ることになる。そのような場合、医師・薬剤師が SOM 要素
平面を見ることで、エビデンスに基づいた適切な副作用対応をしやすくなる
（出所）筆者作成

これまでに筆者らが作成した副作用 SOM に触れられた臨床経験が豊富なベテラ
ン薬剤師の方々から、“日々の活動で適切な医薬品情報活用を行っている際には
副作用 SOM のようなイメージを頭に自然に描いているように感じる”というコメ
ントを頂くことがある。もし、そうであるならば、アップデートされた情報に基
づいた SOM を活用することは臨床に必要なスキル獲得への近道と考えられる。
PI には各副作用の発現頻度が記載されているので、高頻度～低頻度までを暖色
系～寒色系に色分けすれば、多数の薬剤の多様な副作用発現頻度の文字・数字情
報をカラフルなマップから一目で確認できるわけで、瞬時に、見落としなく、網
羅的に、確認できるメリットは大きい。ただし、PI の頻度情報は数字でなく、5％
以上、0.1％未満、などのレンジで記載されているものも多く、スコア化しておく
ことが必須となる。その例として、図表 3 には糖尿病治療薬の「低血糖」の要素
平面を示すが、頻度の高いものから低いものまでマップからすぐに確認できるの
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で、要素平面からの同効薬副作用発現の一括把握は薬剤師ほかの医療関係者には
非常に有用である。
【図表 3】副作用 SOM の「低血糖」要素平面と頻度スコア表

（出所）筆者作成

３．副作用 SOM の臨床応用～さまざまな例
以下では、臨床現場での安全管理にも有用な副作用 SOM のいくつかの応用例を
紹介する。

■例 1：どの薬剤でも発現しやすい副作用、少数の薬剤でのみ発現する副作用
副作用 SOM を作成すると、各副作用に対応する要素平面が得られ、この要素平
面から副作用発現の全体的な傾向と個々の薬剤の特徴が把握できる。アナフィラ
キシー様症状、ショック、浮腫、AST 上昇のように、全体的に発現している（赤
色）ものから、血圧低下、除脈、悪寒などのように少数の薬剤でしか発現が見ら
れない（青色）ものまで、発現状況は多様である。図表 4 には、全体的に発現し
やすい副作用である「悪心・嘔気」について、糖尿病治療薬での発現有無の要素
平面（左側）と発現頻度の要素平面（右側）を示した。頻度版では薬剤ごとに濃
淡がつき、頻度の比較が可能となる。頻度情報を加えることで、特にどの薬剤で
注意が必要なのか優先順位をつけて考えることができ、また、代替薬を考える際
にどの薬であれば頻度が少ないかを瞬時に把握して選択できるようになる。
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【図表 4】悪心・嘔気の要素平面（糖尿病治療薬、2013 年時点）

（出所）筆者ら作成

■例 2：三大疾患など、複数疾患併発で治療中の患者への安全性配慮のため副作用 SOM を活用
脂質異常症治療のためにフィブラート系やスタチン系の薬剤を服薬中には、頻
度は高くないものの横紋筋融解症発生のリスクが伴う（図表 5 左上）。そのため、
併用して降圧薬も使用中の場合は、降圧薬の要素平面から横紋筋融解症の発現の
有無をすべての薬剤で網羅的に確認して、重複を避けることのできる代替薬を選
ぶことが望まれる。例えば、第一選択薬とされるカルシウム拮抗薬系内での代替
えも可能であることがすぐ確認できる。糖尿病治療薬、緑内障治療薬、さらには、
抗菌薬の一時使用まで、併用中の患者なら、それらの薬効群の SOM 要素平面も確
認して、横紋筋融解症の発現リスクが少ない薬剤に代替するリスクマネージメン
トが必要である。
【図表 5】SOM 要素平面による副作用～横紋筋融解症のある薬剤の一括把握（有無版）
1. 脂質異常症治療薬

横紋筋融解症

2. 降圧薬

横紋筋融解症
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3. 糖尿病治療薬

横紋筋融解症

（出所）筆者ら作成

■例 3：抗がん剤投与中の患者では、安全性配慮のため、併発疾患治療薬の副作用把握に
副作用 SOM を活用
抗がん剤の投与による代表的な副作用として「悪心・嘔吐」があり、かなり強
く発現する場合は支持療法も行われる。悪心・嘔吐はほとんどの薬効群の多数の
薬剤で発現しやすい副作用である。そこで、抗がん剤投与中に、降圧薬、糖尿病
薬、なども併用している患者には、それらの要素平面を確認して、悪心・嘔吐の
発現リスクが無いかもしくは低い同効薬を選択して、処方全体としてのリスクを
減らすことが望ましい。
さらに、抗がん剤の投与では、「心不全」、「間質性肺炎」、「腸管穿孔」な
どの、頻度は高くないものの致命的になりうる副作用の発現リスクもあるので、
併用する他剤の要素平面を網羅的に確認して、発現リスクが無いかもしくは低い
同効薬を選ぶ必要がある。図表 6 に、降圧薬、脂質異常症治療薬、糖尿病治療薬
において、心不全に関わる副作用の要素平面（有無版）を示す。患者背景によっ
ては、他のさまざまな副作用もリスクとなる可能性があるので、そのような状況
では SOM 活用の有用性が増すだろう。
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【図表 6】抗がん剤、降圧薬、脂質異常症治療薬、糖尿病治療薬、の心不全または関連副作用
抗がん剤

心不全

脂質異常症治療薬 うっ血性心筋症

降圧薬

糖尿病治療薬

心不全

心不全の憎悪・発症

（出所）筆者ら作成

■例 4：降圧薬の副作用 SOM から瞬時にわかる、剤形の違いがもたらす副作用発現の差異
剤形を変えて薬剤の効果を高める工夫もなされるが、その場合、副作用発現に
も影響がある。例えば、徐放剤カプセルでは血中濃度がゆっくりと上昇しその後
も安定しているため、副作用の低減効果もあると、一般的には考えられている。
しかし、投与回数は減らすものの、カプセルに含まれる薬剤量は多いため、投薬
後の生理的な影響は錠剤より徐放剤の方が受けやすく、徐放剤だけで発現する副
作用もある。このような場合、どの薬剤のどの剤形でどの副作用にどの程度の影
響があるかまでフォローするのは薬剤師にも負担が大きい。
代表的な降圧薬 69 剤の副作用 SOM（図表 7、頻度版、2009 年 5 月時点）には、
剤形の違いを反映して異なる位置に配置された薬剤名を太字で示し☆マークを
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付加した。発現頻度まで考慮したマップであることから、例えば、錠剤のアダラ
ート®と口内崩壊錠のアダラート®L は重なっているので、発現する副作用もすべ
て同じで、かつ、頻度もすべて同じであることが一目で確認できる。徐放剤のア
ダラート®CR は少しだけ離れているので、発現する副作用や頻度には少しだけ差
異が存在する。これらの SOM 上の配置にズレのある薬では、要素平面も見ること
で発現や頻度の違いの詳細も一目で把握できる。その一例として、図表 7 左下に
「眠気」の要素平面を示すが、剤形違いによる頻度の差異がみてとれる。
【図表 7】降圧薬の副作用 SOM：剤形の違いによる副作用発現の違いにすぐ気づける

「眠気」の要素平面（頻度）

（出所）筆者ら作成

このように同じ成分でも剤形の違いにより副作用に多少の違いが現れてくる
ので、患者の状態に合わせた配慮が望ましく、副作用 SOM を使えば気になる副作
用の要素平面ですぐ確認できるが、経験豊富な薬剤師であってもマップなしにこ
れらの違いに気づくのは難しい。
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■例 5：抗不安薬・睡眠薬の強制条件付き副作用 SOM と安全な代替薬の選択
多くの不安を抱える人がいる現代社会では、抗不安薬・睡眠薬の処方が増えて
いる。ここでは、これらの医薬品の副作用情報のビジュアル化を行う場合に遭遇
した、強制条件付副作用 SOM の導入が必要と考えられる例について紹介する。
抗不安薬・睡眠薬にはベンゾジアゼピン系の薬剤が多く、同じ作用機序ではあ
るが、その症状の違いに応じて、短時間だけ薬効が続くタイプから長時間にわた
って薬効が続くタイプまで、適切に“時間型”で使い分けられている。そのため
代替薬を検討する場合にも同じ時間型の中から選択することが多い。しかし、ベ
ンゾジアゼピン系薬剤群を対象とした副作用 SOM を作成してみると、実際には時
間型ごとにはクラスタ化されず、同じ時間型の薬剤の配置はモザイク状に複雑な
配置となるため、時間型ごとにまとまった情報を引き出すことは難しい。そこで
筆者らは、SOM 作成時の入力データに時間型ごとにまとまるような条件を強制的
に付加するための項目を追加することで、時間型ごとにサブクラスタ化される副
作用 SOM を作成した（図表 8）。この副作用 SOM を用いれば、同じ時間型の薬剤
群から低頻度の代替薬を選ぶことが容易になる。例として、患者の服薬アドヒア
ランスを不良にしやすい典型的な副作用「口渇」の要素平面（図表 8 の右図）か
らは、口渇の副作用で困っている患者の使用している時間型に合わせて低頻度の
代替薬を提案しやすいことが確認できる。
【図表 8】異なる時間型の薬剤群を強制条件付で分けて配置した副作用 SOM
「口渇」の要素平面（頻度）

（出所）筆者ら作成

■例 6：新たな副作用の発現予測～新薬を副作用 SOM 上に投射する
新薬は未だ市販後の副作用発現情報が少ないので、既存薬剤で作成した副作用
SOM 上での、どの薬剤に配置が一番近いかを見れば、今後の発現が示唆される副
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作用を推測できる可能性が高い。副作用 SOM 上に配置されたすべての薬剤の中か
ら、新薬で発現済の副作用パターンに一番近い薬剤を探すと、その条件を満たす
薬剤が 1 個選択されるので、これを「新薬を副作用 SOM 上に投射」したと呼ぶ。
副作用 SOM 上の投射位置から今後の発現が危ぶまれる副作用項目をある程度予測
可能である。
図表 9 に示すように、抗精神病薬の副作用 SOM（2014 年 4 月時点）の三つの要
素平面（低ナトリウム血症、房室ブロック、好中球百分率増加）に投射した新薬
のゼプリオン®水懸筋注 25mg シリンジはそれらの副作用が発現しているインウェ
ガ®錠のすぐそばに投射されたことから、近い将来の発現が懸念されていた。その
後、実際にもこれらの副作用の発現が報告されている。
【図表 9】新薬のゼプリオン水懸筋注 25mg シリンジを要素平面に投射しての三つの副作用発現予測

（出所）筆者ら作成

４．副作用 SOM のツール化および POLSET との連携
多くの薬効群の副作用 SOM のすべての情報を医療現場へ提供する可能性に向け
て、ウェブでの情報提供、チャットボットでの情報提供の可能性などについて簡
単に触れる。

■臨床現場向けのツール化の一例
～ウェブによる抗菌薬副作用 SOM のすべての要素平面公開
筆者らの研究室では、経口抗菌薬の副作用 SOM をウェブ公開（図表 10）してい
た時期があり、当時は、参考資料として活用された薬剤師の方もおられた。
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【図表 10】ウェブによる要素平面検索画面

（出所）筆者ら作成

45 個の経口抗菌薬の副作用は延べで 489 項目あり、ウェブ情報として入口のメ
ニュー（五十音順、または、臓器・副作用別）からすぐに確認したい副作用の要
素平面に入り、すべての薬剤での副作用発現頻度（赤：高～青：無し、まで）を
把握できる。経験豊富な薬剤師なら、抗菌薬の配置を見るとすぐに系統ごとの配
置も理解できて使いやすいマップである。新人薬剤師向け、あるいは、慣れるま
での期間対策として、要素平面の左側にすべての薬剤名を並べて、クリックする
と要素平面上でその薬剤名がハイライト表示にされるようにしたので副作用 SOM
上での位置がすぐ確認できる。

■SOM のビジュアルマップはスマホやチャットボットとの親和性も良い
最近では、SOM 要素平面の画像をスマホにより拡大しながら閲覧することも容
易であるし、また、共同研究者・佐藤らのコスモス研究所では、SOM 要素平面の
画像はチャットボットとの親和性も良く、PC やスマホでいつでもどこでも手軽に
参照できることも確認しており、そのイラスト図を図表 11 に示した。
【図表 11】副作用 SOM をチャットボットでサービス提供するイメージ図

（出所）筆者作成
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■副作用 SOM と POLSET の連携
医療現場では多剤処方が非常に多いので、副作用発現リスクを減らす薬剤を多
くの同効薬の中からすばやく選択できる副作用 SOM は、ポリファーマシー対策用
の POLSET の活用をより円滑化してくれる。
さらに、図表 1 や図表 9 で説明したように、副作用 SOM の有無版には新規の副
作用発現を予測できる能力があり、筆者らのこれまでのいくつかの薬効群での検
証作業からは、副作用 SOM を作成した時点から数年内に報告された副作用の 7～
8 割が予測できていた。そこで、副作用 SOM から予測される未だ PI に記載のない
副作用項目も POLSET に取り込んでおけば、副作用発現の回避に向けた一助とな
ることが示唆される。

５．副作用 SOM はどんな時に役立つのか
まず、副作用 SOM はどんな時に役立つのかについて、典型的な例を以下に記す。
 医薬品添付文書（PI）を始めとする医薬品情報源はほとんどが文字・数字情報
なので、同効薬での全体像・医薬品間での違いの把握は容易ではなく、多剤処
方ではより困難になる
→ 医薬品情報のビジュアル化“百聞は一見に如かず”により、短時間で多く
の情報が得られ、医療従事者の負担を軽減、迅速に患者に提供、それによ
り、医療安全の向上（リスクマネージメント）が図られる
 医薬品開発の進展により、新しい作用機序の薬剤が次々と登場し、副作用の発
現も複雑さを増す。薬剤に関する幅広い知識の蓄積が必要
→ 副作用 SOM のアップデート版は、系統ごとのクラスタ配置の複雑さが増す
傾向。副作用 SOM は最新の薬剤情報の的確でかつ強力な支援ツールとなる
 副作用 SOM に触れた在宅医療の経験豊富な薬剤師から、「医療現場での副作用
SOM 活用の範囲は広く、臨床に必要なスキル獲得への近道」との指摘がある。
患者ニーズに対応するには、臨床現場では機序不明でも潜在的に対処が必要
→ 副作用 SOM の明確な基本原理に従う信頼度の高いマップの活用がきわめ
て有用であり、応用力が養われる
 医療現場からの「同系統の医薬品では同一の副作用が発現することが多い中、
特定の副作用を持つ医薬品を探す際、予想外の医薬品にその副作用が報告さ
れていることもあり予断を持って対応することは厳に慎まなければならない」
という報告がある
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→ 副作用 SOM の要素平面から一目で具体的に確認できるので、見逃しを防ぐ
ことが可能
 PI の副作用情報では「類薬（＝同系統）に注意」との記載がある薬剤も多い
→ 副作用 SOM は基本原理に基づき、同効薬の異なる系統での発現予測までも
可能。さらに、作用機序 SOM との対比により、副作用 SOM の薬剤配置状況
から副作用発現の複雑さの度合いもわかる
 薬剤師が患者から服薬状況や副作用の可能性を示唆するイベントなど、聞き
出す機会も増加
→ 事前に患者背景に合わせて関連する副作用情報を副作用 SOM で予習して
おけば、副作用対策へのヒントが得やすい
 忙しい医師でもビジュアルな理解しやすい情報ならコメディカルと一緒にさ
まざまな検討がしやすい。医師への情報提供はビジュアルなものが効果的と
の薬剤師からの報告もある
→ 実際に、筆者らは、副作用 SOM のマップを見た医師から、活用したいとの
要望も受けている
 患者情報（例えば併発疾患など）の把握が不十分な場合は、薬剤起因性の副作
用が発現する可能性や漫然投与の懸念など「明らかな疑義とはいえない事項
について、医師への疑義照会が難しい」との薬剤師からの報告がある
→ 副作用 SOM と POLSET の活用により、例えば、脂質異常とうつ病の患者の
ように 2，3 の典型的な患者情報の場合なら、こういう副作用発現リスク
が懸念されるとの情報提供や、医師へのエビデンスが伴ったビジュアルで、
理解しやすい情報提供の資料が作りやすい
 新薬は未だ市販後の副作用発現情報が少ないため、医師によっては使用を躊
躇することがある
→ 副作用 SOM のもつ新規副作用発現の予測力を活かして、新薬使用への抵抗
感を減らせる可能性あり

■作用機序 SOM の導入は副作用 SOM を医師にも近づきやすくする
作用機序 SOM とは、同じ薬効群のすべての薬剤（図表 12 の例では糖尿病治
療薬 41 剤、2012 年時点）について、PI の薬効薬理の記載欄から集めたすべて
の作用機序項目（図表 12 では 32 項目）について、各薬剤につき、有りなら 1、
無しなら 0、とした入力ファイルを使用して作成した SOM のことである。図表
12（左上）の作用機序 SOM の薬剤配置では、同系統の薬剤群配置は 1 点に固ま
っている（作用機序項目が全く同じ）ものが多く、副作用 SOM の配置と比較し
てシンプルにクラスタ化された配置となっている。SOM の基本原理から、同じ
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系統内の薬剤群や異なる系統の薬でも似ているものを一目で把握することが
できるので、医師にもわかりやすいマップとなることが示唆される。また、震
災などである薬剤不足に陥った時に、作用機序 SOM 上でその薬剤と隣り合うも
のを代替薬として提案できるかもしれない。
【図表 12】糖尿病治療薬 41 剤の作用機序 SOM と副作用 SOM

41 剤の作用機序 SOM

中分類名のマスクを付けたもの

※①～⑨は SOM マップの番号に
それぞれ対応している

41 剤の副作用 SOM
（出所）筆者ら作成

図表 12（右下）に示した、同じ糖尿病薬 41 剤で作成した副作用 SOM での薬剤
配置では、異なる系統の相対的配置はかなり似ており作用機序分類への類似性を
示唆するものの、1 点に固まって配置される薬剤などはなく、主作用と比べた副
作用発現の複雑さの一端を示している。
10 ページの例 5 で触れた強制条件を付与することにより、作用機序 SOM におけ
る薬剤配置を保持したまま副作用発現情報をみられる「作用機序埋め込み型」の
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副作用 SOM の作成も可能となる。筆者らが発表した文献を見た医師から、副作用
SOM のビジュアルマップなら使いやすいので、作成済みの薬効群のマップをすべ
て参照したいとの要望がかねてあったことから、作用機序埋め込み型の副作用
SOM なら、より多くの医師が身近なビジュアルツールとして興味を持つ可能性が
ある。
一方、作用機序 SOM は、SOM の基本原理に基づいたドラッグ・リポジショニン
グの新たな可能性を示唆している

６．おわりに
薬は疾患を治療するために存在する。そのため、医薬品の安全管理、とくに副
作用対策は後回しになりがちである。しかし、高齢者の増加に伴い多剤処方が著
しく増えている現在、患者 QOL の向上と医療費削減のためにも、薬剤師は、高度
な情報提供に基づき、医師を始めとするチーム医療の中で、十分な副作用対策が
なされるようその責務を果たすことがきわめて重要である。その際には、医薬品
の膨大な情報源の中から、まずは副作用情報を、AI を活用した汎用性の高い基本
原理に基づき、データ構造も反映したビジュアル化により医療関係者の情報整理
の負担を軽減した。そして、これらの情報を活用する中で、医薬品の新たな安全
管理手法として、具体例を示しながら紹介した。副作用 SOM は医療現場でのリス
クマネージメントに資する新しいアプローチとして医療現場からも注目されて
おり、ポリファーマシー対策用の POLSET と共に、近い将来には医療現場で手軽
に活用されるようになることを期待したい。
謝辞：
副作用 SOM は、コスモス医薬情報 AI 解析研究所 佐藤憲一氏、日本薬剤師会中
央薬事情報センター（当時、現明治薬科大学）林誠一郎氏、昭和薬科大学教授 濵
本知之氏、秋田県・薬局すばる薬剤師 畠中岳氏、東北医科薬科大学講師 星憲司
氏、同助教 青木空眞氏をはじめ多くの薬剤師、教員、学生の皆さんと一緒に共同
研究を進めてきた。医療現場の皆さんからのたくさんのコメントや激励を受け、
そのおかげで今日の副作用 SOM とその拡張の形となった。ここに関係した方々へ
の感謝の意を示したい。
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19-01
09-24

「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
～ 事業者連携による協働体制の構築 ～

執筆者

19.04.15

19-04

「出資持分承継について」
～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部
山本 竜也

19.05.20

19-05

飯塚病院における新看護提供方式
～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社麻生 飯塚病院
副院長兼看護部長
森山 由香

19.06.24

19-06

認知症における音楽療法とその効果

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人臨床音楽協会 代表理事
メディカルクリニック柿の木坂 院長
東京女子医科大学 名誉教授
岩田 誠
独立行政法人国立病院機構
京都医療センター・宇多野病院 音楽療法士
京都認知症総合センター 音楽療法士
一般社団法人臨床音楽協会 理事
飯塚 三枝子
株式会社フェイス グループ戦略推進本部
音楽医療事業 リーダー
中務 佐知子

19.07.22

19-07

痛みの可視化

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社浜松ファーマリサーチ
受託試験部 医学博士
夏目 貴弘

19.08.19

19-08

患者・医師・病院、三方良しの遠隔 ICU

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 T-ICU 代表取締役社長
聖マリアンナ医科大学 救急医学教室 非常勤講師
東京女子医科大学 集中治療科 非常勤講師
中西 智之
集中治療専門医 救急科専門医 麻酔科専門医

19.09.17

19-09

セントラルキッチン導入による効果と課題

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人みやぎ保健企画
セントラルキッチン事業部 統括責任者
松本 まりこ

19.10.28

19-10

地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット

編集主幹 市川 剛志
寄稿 栃木県知事 福田 富一
栃木県医師会長 太田 照男
地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット
代表理事 上中 哲也 （日光市副市長）

19.11.25

19-11

「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿 ２」
～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人ワムタウン推進本部 理事
株式会社メディカルシステムサービス
事業開発部 次長
福原 亮

19.12.23

19-12

自宅でできる！
オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社リモハブ
代表取締役 CEO
谷口 達典

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
株式会社メディカルシステムサービス
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
メディカルシステムサービス事業開発部
次長
税理士
高橋 琴代
一般社団法人ワムタウン推進本部 理事
09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹 市川 剛志
福原 亮
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
19.02.25 19-02 近未来社会における医療安全管理システムの提案
編集主幹
市川加藤
剛志友彦
税理士
Society5.0実現に向けた AXR の応用
寄稿 東京大学大学院
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹 市川 剛志
医学系研究科
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
教授 小山 博史
税理士 加藤 友彦
19.03.18
19-03
「粧（よそお）う」ことからフレイル予防を考える
編集主幹
剛志
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹 市川
市川 剛志
～
フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～
寄稿 センチュリー法律事務所
資生堂ジャパン株式会社
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆
美容戦略部
弁護士
住田 昌弘
ライフクオリティー推進グループ マネージャー
医学博士
介護福祉士
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare
note。
池山 和幸
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【2020 年発行分】

発行日

No.

タイトル

20.01.27
09. 9.25

20-01
09-24

地域ニーズを見据えた介護事業戦略
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
「全世代型」の社会保障アプローチへの転換

執筆者

20.04.20

20-04

医療ツーリズムと医療の国際化
この10年の変遷から今後を占う

編集主幹 市川 剛志
寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授
多摩大学大学院 特任教授
真野 俊樹

20.05.25

20-05

新たな病院建築・運営に挑む
長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人是真会
長崎リハビリテーション病院 理事長
栗原 正紀

20.06.22

20-06

地域連携広報の必要性
「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み

編集主幹 市川 剛志
寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院 地域医療連携部 部長
十河 浩史

20.07.20

20-07

高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援
～ 地域共生社会における化粧の役割 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部
ダイバーシティ＆インクルージョン室
エンパワーメントサポートグループ
池山 和幸

20.08.31

20-08

公平な医療サービスの提供を目指して
痛みの見える化の試み

編集主幹 市川 剛志
寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科
特別研究推進講座 MRI 協働ユニット
痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座
特任教授(常勤)
中江 文

20.09.28

20-09

ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営
～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部
山本 竜也

20.10.30

20-10

『足指着地で健康な体に変えていく』
～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長
髙橋 毅

20.11.30

20-11

ウィズコロナの時代の病院経営

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長
豊岡 宏

20.12.25

20-12

周産期医療における遠隔医療
－ 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 －

編集主幹 市川 剛志
寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO
尾形 優子
香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授
日本遠隔医療学会 名誉会長
原 量宏

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
富田ケアセンター有限会社
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表取締役社長
税理士
高橋 琴代
山中 祥吉
09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹 市川 剛志
20.02.25
20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価
編集主幹
市川 剛志
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
日本および海外における潮流とその背景
寄稿 税理士
株式会社スーペリア
加藤 友彦 代表取締役
一般社団法人日本ペイシェント・
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹 市川 剛志
エクスペリエンス研究会 代表理事
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
曽我 香織
税理士 加藤 友彦
東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹
市川 剛志
東海大学総合医学研究所
所長
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆 センチュリー法律事務所
一般社団法人日本ペイシェント・
弁護士
住田 昌弘
エクスペリエンス研究会
理事
安藤 潔
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。
20.03.23
20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性
編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長
あをに工房合同会社 代表社員
中山 久雄
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【2021 年発行分】

発行日

No.

タイトル

執筆者

21.01.29
09. 9.25

21-01
09-24

コロナ禍における介護事業経営とは
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について

09. 9.30
21.02.22

09-25
21-02

（寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？

09.10.30
21.03.31

09-26
21-03

（寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表取締役
税理士
高橋 琴代
榊原 宏昌
編集主幹 市川 剛志
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦
寄稿 税理士
松阪市民病院
総合企画室 副室長
世古口
編集主幹
市川務剛志

21.04.26

21-04

ICT がつなぐ、あなたの医療と介護

編集主幹 市川 剛志
寄稿 特定非営利活動法人
滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会
代表常任理事
本多 朋仁
常任理事
永田 啓

21.05.31

21-05

小規模病院による地域医療課題の解決

編集主幹 市川 剛志
寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長
廣瀬 憲一

21.06.30

21-06

光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発
― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ―

編集主幹 市川 剛志
寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社

21.07.26

21-07

救急医療現場から起業した経緯について

編集主幹 市川 剛志
寄稿 国立大学法人千葉大学
大学院医学研究院救急集中治療医学教授
中田 孝明

21.08.23

21-08

外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み
～ 人材育成システムと QMS（Quality Management System） ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 社会医療法人愛仁会 本部 国際事業統括部長
坪 茂典
富山短期大学 健康福祉学科 准教授
小平 達夫

21.09.21

21-09

新しく救急部門を構築するための戦略
～ 救急医療は文化であり、システムである ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 社会福祉法人京都社会事業財団
京都桂病院 救急科 部長
寺坂 勇亮

21.10.18

21-10

最先端脳科学に基づく次世代脳トレ
認知機能の維持・向上に向けて

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 NeU（ニュー） 代表取締役（CEO）
長谷川 清

21.11.29

21-11

転倒対策の最前線
～ 要介護の原因第４位である転倒・骨折から日本人を守る ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 Magic Shields（マジックシールズ）
取締役／ユーザー体験責任者
杉浦 太紀

21.12.20

21-12

糖尿病患者の方々の QOL 向上につながる
採血のいらない非侵襲血糖値センサー

編集主幹 市川 剛志
寄稿 ライトタッチテクノロジー株式会社 代表取締役
山川 考一

執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦
寄稿 税理士
特定非営利活動法人
ヘルスサービス
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹
市川 剛志 R&D センター（CHORD-J）
ディレクター
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆 センチュリー法律事務所
大田 祥子
弁護士
住田 昌弘
理事長
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation
note、その他はHealthcare note。
脇田 紀子
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【2022 年発行分】

発行日

No.

タイトル

執筆者

22.01.31
09. 9.25

22-01
09-24

デイサービス送迎車の相乗りによる交通弱者支援サービス
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
『福祉 Mover』

09. 9.30
22.02.28

09-25
22-02

（寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
持続可能な介護経営に向けて
～ ショートステイ向けシステムの導入で収益改善 ～

09.10.30
22.03.28

09-26
22-03

09.11.30

09-27

（寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
ポリファーマシーの副作用発現リスクを評価するツール
～ POLSET の臨床応用と有用性
（寄稿）医療機関再起に向けた新手法

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
一般社団法人ソーシャルアクション機構
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表理事高橋 琴代
税理士
北嶋 史誉
編集主幹 市川 剛志
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦 理事
寄稿 税理士
社会福祉法人由寿会
由井市川
聖太剛志
編集主幹

～事業再生ＡＤＲの適応性について～

執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦
寄稿 税理士
コスモス医薬情報
AI 解析研究所
東北医科薬科大学名誉教授
編集主幹
市川 剛志
佐藤 憲一
執筆 センチュリー法律事務所
弁護士 住田 昌弘

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。
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本資料に含まれる情報がもたらす一切の影響、本資料の内容に関する正確性、
妥当性、法務上のコンプライアンス等につきましては、野村ヘルスケア・サポート
＆アドバイザリーはその責を一切負いません。本資料中の記載内容における各
種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱
いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等の欠落・誤謬などに
つきましては、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはその責を一切負いま
せん。本資料は、お客様が経営判断を行うに際して参考となると考えられる情
報の提供を目的としたものです。経営判断における最終意思決定はお客様自身
で行われるものであり、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはこれに対
する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際して
は、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。
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