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お知らせ：病棟薬剤業務加算について
加算要件として、各病棟に、病棟担当薬剤師の名前を掲示することに

なっています。現状、ちゃんと掲示してありますが、剥がれたりすると
大問題になりますので、各担当も確認に回ります。皆様方におかれまし
ても、異常があれば、ご連絡をお願いします。

この紙面では
当院使用薬・患者使用薬（持参）のうち

最重要・重要
について掲載しています

その他詳細は院内ＬＡＮで。
2012. 5
No. 209

「妊娠後期の婦人〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参
照〕」

「妊娠後期には投与しないこと。〔妊娠後期のラットに投与した
実験で、胎児の動脈管収縮が報告されている。また、他の解熱
鎮痛消炎剤を妊娠後期に投与したところ、胎児循環持続症
（PFC）が起きたとの報告がある。〕」

「妊婦（妊娠後期以外）又は妊娠している可能性のある婦人に
は治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ
投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していな
い。また、マウスの高用量投与群で着床数及び生児数の抑制
が認められている。〕 」

［禁忌］ 追記

［妊婦、産婦、授乳婦等への
投与］一部改訂

改訂内容改訂箇所

１１４ 解熱鎮痛消炎剤イブプロフェン

フルルビプロフェンなど

「腹部手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者」

「腸閉塞：

腸閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に行い、高度
の便秘、腹部膨満、持続する腹痛、嘔吐等の異常が認められた
場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

［慎重投与］ 追記
［副作用］の「重大な副作用」
追記

改訂内容改訂箇所

２４９ その他のホルモン剤バイエッタ・ビクトーザ

ｴｷｾﾅﾁﾄﾞ・ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ
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「本剤を慢性胃炎に伴う消化器症状に用いる際には、一定期間
（通常２週間）投与後、消化器症状の改善について評価し、投与
継続の必要性について検討すること。」も報告されているので、
特に慎重に投与及び観察をすること。」

「劇症肝炎や重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがある
ので、長期にわたって漫然と投与しないこと。なお、本剤投与中
は、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに投
与を中止し、適切な処置を行うこと。また、患者に対し、本剤投
与後に倦怠感、食欲不振、尿濃染、眼球結膜黄染等の症状が
あらわれた場合は、本剤を中止し、医師等に連絡するよう指導
すること。」

［重要な基本的注意］ 一部
改訂

追記

改訂内容改訂箇所

２３９ その他の消化器官用薬ガスモチン錠

モサプリドクエン酸塩水和物

「本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者」

「アナフィラキシー様症状：

アナフィラキシー様症状（呼吸困難、喉頭浮腫、喘鳴、蕁麻疹、
潮紅等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、この
ような症状があらわれた場合には使用を中止し、適切な処置を
行うこと。」

［禁忌］ 新設
［副作用］の「重大な副作用」
新設

改訂内容改訂箇所

２６１ 外皮用殺菌消毒剤

７１９ その他の調剤用薬

ヨウ素（消毒剤等）

（ヨードチンキなどが対象）

「腹部手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者」

「急性膵炎があらわれることがあるので、持続的な激しい腹痛、
嘔吐等の初期症状があらわれた場合には、速やかに医師の診
察を受けるよう患者に指導すること。」

「横紋筋融解症：

筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上
昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、こ
のような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

「急性膵炎：

急性膵炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、持
続的な激しい腹痛、嘔吐等の異常が認められた場合には投与
を中止し、適切な処置を行うこと。」

「腸閉塞：

腸閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に行い、高度
の便秘、腹部膨満、持続する腹痛、嘔吐等の異常が認められた
場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

［慎重投与］ 追記
［重要な基本的注意］ 追記

［副作用］の「重大な副作用」
追記

改訂内容改訂箇所

３９６ 糖尿病用剤ネシーナ・グラクティブ・エク
ア、それらの合剤

ＤＰＰⅣ阻害剤系
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「本剤投与により好中球減少があらわれることがあるので、初
回投与前、概ね投与１ヵ月後、及びその後本剤投与中は定期
的に好中球数を測定すること。」

「好中球減少：

好中球減少があらわれることがあるので、定期的に血液検査を
実施するなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には
投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」

［重要な基本的注意］ 追記

［副作用］の「重大な副作用」
追記

改訂内容改訂箇所

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品イラリス皮下注用

カナキヌマブ

以下、非採用品

「QT延長、心室頻拍（Torsades de pointesを含む）：

QT延長、心室頻拍（Torsades de pointesを含む）があらわれる
ことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合に
は投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

［副作用］の「重大な副作用」
追記

改訂内容改訂箇所

６２４ 合成抗菌剤ロメバクト

ロメフロキサシン

「薬剤性過敏症症候群：

初期症状として発疹、発熱がみられ、さらに肝機能障害、リンパ
節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う
遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を
十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止
し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス６（HHV-
6）等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発
疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化すること
があるので注意すること。」

〈参考〉厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性
過敏症症候群

［副作用］の「重大な副作用」
追記

改訂内容改訂箇所

６２４ 合成抗菌剤アイセントレス錠

ラルテグラビル
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輸血用血液製剤の遡及調査について

290

要約版

副作用等の情報はDSUと重複するので
そちらをご覧下さい
以下の掲載内容は、要約してあります。

１．はじめに
近年，輸血による肝炎ウイルス等の感染リスクは，高感度検査の導入等により大

幅に減少しましたが，献血者がウインドウ期にある場合には，感染リスクを完全に
は排除できません。したがって，輸血を受けた患者（受血者）に対して，医療機関
が輸血前後の感染症検査を「輸血療法の実施に関する指針」（改定版）に従って実
施し，輸血による感染の早期発見･早期治療に結びつけることが重要です。

本稿では，輸血による肝炎ウイルス感染が起きた場合に，その健康被害を最小化
するために行われる輸血用血液製剤の遡及調査を概説し，受血者で肝炎ウイルス感
染が疑われた場合に，医療機関から日本赤十字社に対して速やかにご報告いただく
ことが重要であること，また，日本赤十字社から医療機関に対して遡及調査の連絡
があった場合は，病原体混入の疑いがある輸血用血液製剤が使用されたことを意
味するため，医療機関において患者の健康状態の確認や，血液検査を速やかに実施
していただく必要があることについて，概説します。

２．輸血用血液製剤の遡及調査とその必要性について
日本赤十字社による輸血用血液製剤の遡及調査とは，輸血用血液製剤が病原体に

汚染されていることが疑われた際に，同一献血者から製造された血液製剤を遡って
調査し，感染と輸血用血液製剤との因果関係を科学的に分析・評価することで，調
査の発端となる情報により，次の２通りの場合があります。

①医療機関発の場合： 医療機関において感染が疑われ，同一献血者の献血か
ら製造された血液製剤等へのウイルス混入の可能性が疑われる場合

②献血者発の場合： 献血時の検査により感染が判明し，同一者に過去の献血
歴があり，過去に製造した血液製剤等へのウイルス混入の可能性が疑われる場合

遡及調査を行うことにより，輸血による感染の拡大を防ぐことができます。医療
機関においては，輸血による感染が疑われた場合に，日本赤十字社に速やかに報告
することや，日本赤十字社からの連絡を受けた場合に，受血者の健康状態を速やか
に確認することで，遡及調査にご協力いただき，感染の拡大防止に協力いただくこ
とが重要です。

３．遡及調査事例にみる迅速な調査実施の重要性について
受血者における輸血前後の検査の結果，輸血による肝炎ウイルス感染が疑われた

場合，医療機関においては，患者に対して適切な対応を行うと同時に，日本赤十字
社に速やかに報告し，検査結果・健康情報・輸血前後の保管検体（血清又は血漿）
を提供いただくよう協力をお願いしています。

医療機関から日本赤十字社に対して，輸血による肝炎ウイルス感染の報告がなさ
れると，日本赤十字社は，因果関係の調査のために，疑われた献血血液の保管検体
を用いて個別にNATを実施しますが，その結果を待たずに同一献血者の血液を原料
として同時に製造された輸血用血液製剤（同時製造品）を確認し，医療機関への供
給前であれば供給を停止し，同時製造品が既に医療機関へ供給後で未使用の場合に
は回収を行います。また，同様の状況で，疑われた献血血液の保管検体を用いた
NATが陽性であり，かつ同一献血者が複数回の献血を行っていた場合，同時製造品
ばかりでなく，その献血者に由来する輸血用血液製剤の供給を停止します。
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医療機関から速やかな報告がなされることで，他の患者に対する新たな感染を未
然に防ぐことが期待できます。仮に，同時製造品が既に患者に使用されていた場合
であっても，当該患者での輸血後の肝炎ウイルス感染の有無について調査（受血者
調査）を実施することで，感染の早期発見・早期治療に結びつけることが期待でき
ます。 一方，医療機関から日本赤十字社に対する輸血による感染症疑いの報告が
遅れると，他の患者に対する新たな感染を防げない状況が考えられます。

このように，医療機関発の遡及調査は更なる感染被害の拡大を防止する観点から
極めて重要です。

＜事例１＞
輸血を受けた患者AがC型肝炎を発症したことが日本赤十字社に報告されたた

め，同時製造品である新鮮凍結血漿の供給が停止され，病原体混入疑いのある
製剤の使用を未然に防ぐことができた事例。

＜事例２＞
輸血を受けた患者BがB型肝炎を発症したことが日本赤十字社に報告されたた

め，同一献血者のその後の献血由来の赤血球濃厚液を回収し，病原体混入疑い
のある製剤の使用を未然に防ぐことができた事例

なお，平成24年３月の「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の改正により，
医療機関において輸血によるHBV及びHCV感染が疑われる症例の報告があった場合
で，疑われた献血血液の献血者がその後に献血に来られていない場合には，因果関
係を明らかにするために，献血者に再検査を依頼します。
その結果，輸血による感染の疑いが否定される事例もありますので，輸血以外の感
染経路についても考慮する必要があります。

医療機関からの報告がきっかけとなる場合（事例１，２）以外にも，遡及調査が
必要となる場合があります。これは，献血時に行う肝炎ウイルスに関するスクリー
ニング検査で不適合となった献血者が，過去にも献血を行っていた場合です。この
場合，過去にこの献血者の血液を用いて製造された輸血用血液製剤は，ウインドウ
期等スクリーニング検査の検出限界以下であったために検査適合となった可能性
があります。したがって，複数回献血者で検査不適合となった場合には，この献血
者からの過去の献血血液の供給を停止するとともに，過去に製造した輸血用血液製
剤を投与された患者を対象に受血者調査が行われることになります（事例３）。

＜事例３：献血者の検査結果から病原体混入疑いが判明し遡及調査が実施され
た例＞

献血時の検査結果から血液製剤の原料として不適合が判明した事例で，同一
献血者が過去にも献血を行っていたため，病原体混入疑いのある製剤の供給が
停止され，以降の感染拡大を防止した事例。

一方，遡及調査の結果，輸血を受けた医療機関（Ａ病院）とは別の医療機関
（Ｂ病院）で急性肝炎の治療を受けていた患者Cについて，輸血によりB型肝炎
ウイルスに感染した可能性が高いことが確認されましたが，仮に患者Cの輸血
５ヶ月後に肝炎ウイルス感染の疑いが判明した時点で医療機関から日本赤十字
社に報告されていた場合には，より早期に製剤の供給が停止された可能性が考
えられます。転院等により，患者のフォローアップが困難な状況もありますが，
医療機関の積極的な協力，連携により，疑わしい製剤の早期供給停止が期待で
きます。

4．遡及調査へのご協力のお願い
このように輸血を行った患者で肝炎ウイルスの感染が疑われた場合には，医療機

関から日本赤十字社に速やかにご報告いただくことが非常に重要です。
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また，日本赤十字社から医療機関に対して遡及調査の連絡があった場合は，病原体
混入の疑いがある輸血用血液製剤が使用されたことを意味するため，医療機関にお
いて患者の健康状態の確認や血液検査を実施していただくことが必要です。

しかしながら，実際に遡及調査を行う際の受血者調査において，日本赤十字社が
感染の有無について情報を得ることができない場合が少なくありません。

患者の転居･転院等，やむをえない状況により，輸血後のフォローアップが困難な
場合があると考えられますが，輸血後の肝炎ウイルス感染に注視いただき，感染が
疑われた場合には速やかに日本赤十字社へ報告をお願いします。

また，日本赤十字社から遡及調査の連絡があった場合は，受血者の輸血前後の検
査結果などを確認・評価し，必要に応じて受血者へ連絡し，受診の必要性を説明い
ただきますよう，お願いします。

医薬品による重篤な皮膚障害について

１．はじめに
医薬品の副作用として皮膚障害が発現することはよく知られており，重篤なもの

として，スティーブンス・ジョンソン症候群（皮膚粘膜眼症候群：Stevens-
Johnson Syndrome，以下「SJS」という。）及び中毒性表皮壊死症（Toxic 
Epidermal Necrolysis，以下「TEN」という。）があります。

SJS，TENについては，医薬品・医療機器等安全性情報No.163（平成12年11月
号），No.177（平成14年５月号），No.203（平成16年７月号），No.218（平成17
年10月号）及びNo.261（平成21年９月号）において，その病態等を説明している
とともに，平成９年４月１日から平成21年７月31日までに厚生労働省に報告され
た副作用報告の状況等を紹介してきました。

平成21年９月の紹介から２年半の副作用報告が集積されましたので，平成24年
１月31日までに報告されたSJS・TENの報告状況等について紹介します。

２． スティーブンス・ジョンソン症候群（皮膚粘膜眼症候群），中毒性表皮壊死症
について

SJSは，発熱（38℃以上）を伴う口唇，眼結膜，外陰部などの皮膚粘膜移行部に
おける重症の粘膜疹及び皮膚の紅斑で，しばしば水疱，表皮剥離などの表皮の壊死
性障害を認めます。その発症原因は主に医薬品に起因すると考えられています。一
方，TENは，広範囲な紅斑と，全身の10％を超える水疱，表皮剥離・びらんなどの
顕著な表皮の壊死性障害を認め，発熱（38℃以上）と粘膜疹を伴い，医薬品による
重篤な皮膚障害の中で最も重篤とされています。これらの発生頻度は，人口100万人
当たり各々年間１～６人，0.4 ～ 1.2人と極めて低いものの，発症すると予後不良と
なる場合があり，皮膚症状が軽快した後も眼や呼吸器官等に障害を残すことがあり
ます。

SJS及びTENの推定原因医薬品は，抗生物質製剤，解熱鎮痛消炎剤，抗てんかん
剤，痛風治療剤，サルファ剤，消化性潰瘍用剤，催眠鎮静剤，抗不安剤，精神神経
用剤，緑内障治療剤，筋弛緩剤，高血圧治療剤など広範囲にわたりますが，これ以
外の医薬品によっても発生することも報告されています。

また，カルバマゼピンによる重症薬疹と遺伝子多型については，医薬品・医療機
器等安全性情報No.285（平成23年11月号）で紹介していますので参照してください。

３．平成21年８月１日から平成24年１月31日までの副作用報告について
SJS及びTENの副作用報告数は1505例（この期間に報告された全副作用報告数

82261例の1.8％）であり，医療用医薬品が被疑薬として報告されたのは1410例
（この期間に報告されたSJS及びTENの副作用報告数の93.7％）で，一般用医薬品
が被疑薬として報告されたのは95例（この期間に報告されたSJS及びTENの副作用
報告数の6.3％）でした。
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転帰については，回復又は軽快が857例（56.9％），報告時点で未回復が48例
（3.2％），後遺症ありが31例（2.1％），死亡が131例（8.7％），転帰不明等が438
例（29.1％）でした。

今回の２年半の報告数を，医薬品・医療機器等安全性情報No.261で紹介した平成
17年10月１日から平成21年７月31日までの約４年間の報告数と比較してみると，年
間当たりの報告数については大きな差は見られませんでした。

SJS・TENの被疑薬として報告があった医薬品は265成分であり，報告数の多い医
薬品を成分別及び薬効分類別に下表に示します。なお，報告数の多寡については，
各医薬品の販売量が異なること，また，使用法，使用頻度，併用医薬品，原疾患，
合併症等が症例により異なるため，単純に比較することはできないことに留意して
ください。

28セレコックス

29ボルタレン

29ＰＬ顆粒

29クラビット

32ジェニナック

49ロキソニン

54アセトアミノフェン

86テグレトール

101ラミクタール

107ザイロリック

症例数医薬品名

報告数が多い（先発品名に変換）

５．まとめ
SJS，TENは，その発生はまれ

ではあるものの，いったん発症す
ると多臓器障害の合併症等により
致命的な転帰をたどることがあり，
更に皮膚症状が軽快した後も眼や
呼吸器官等に障害を残したりする
など，重篤な副作用疾患です。

医薬品投与後に高熱を伴う発疹
等が生じてSJS，TENの発症を
疑った場合には，被疑薬の投与を

中止するとともに，速やかに皮膚科の専門医へ紹介することが重要であり，本症と
診断した場合は，直ちに入院させた上で，眼科や呼吸器科などとチーム医療を行う
必要があります。このため，報告数の多い抗てんかん剤，解熱鎮痛消炎剤，抗生物
質製剤，痛風治療剤，腫瘍用薬，総合感冒剤，合成抗菌剤，消化性潰瘍用剤等の医
薬品を投与又は販売する際には，患者へその初期症状について説明を行い，初期症
状を認めたときには速やかに受診するよう適切に注意喚起することが望まれます。
また，まれとはいえ，これら以外の医薬品でも起こる可能性がありますので，注意
が必要です。なお，SJS，TENの初期症状，臨床経過，治療法などに関する詳細な
情報については，医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ
（http://www.info.pmda.go.jp/）にまとめられていますのでご活用ください。
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薬事委員会報告（ダイジェスト）

【新規仮採用薬】

 リドカインテープ18mg「ニプロ」（後発品）36円/枚

【効】静脈留置針穿刺時の疼痛緩

 エディロール0.75μｇ（ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ：中外）98.8円/錠

【効】骨粗鬆症

 ランマーク皮下注120ｍｇ（デノスマブ：第一三共/ｱｽﾄﾗ）45155円

【効】多発性骨髄腫による骨病変および固形癌骨転移による骨病変

【緊急購入医薬品（上記以外）】

 テリボン皮下注用56.5mg（ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ ：旭化成）12971円

 トラムセット配合錠（ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ/ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ：ﾔﾝｾﾝ）68.2円

 シンポニー皮下注５０ｍｇｼﾘﾝｼﾞ（ゴリムマブ：田辺三菱）142184円

【商品入れ替え】

 タココンブ（3種）：製造中止→タコシール（3種）へ変更（ウシ→ヒトへ）

【名称変更】

 アトロンボン注→オザグレルＮａ点滴静注へ

（ 「薬品名は、一般名＋規格＋屋号」の規定に従い）

【薬剤の削除】
（新採用との入れ替え、１年以上の
デッドストックの検討結果）
•ペンレステープ
•ロカルトロール
•フルツロンcap
•ヒスロンH200ｍｇ
•ラジレス錠150mg
•ユニフィルLA200mg
•ゼフィックス錠100ｍｇ
•センノサイド内用液
•エコナール点滴静注
•エリスロシン点滴静注500mg
•プロスタルモンF注1000
•レボホリナート25ｍｇ、50ｍｇ
•エピルビシン塩酸塩10mg、50mg
•ペプレオ注5mg、10mg
•ロイナーゼ注用10000
•アデラビン9号注
•アレディア点滴静注用15mg
•ヒビテングルコネート20％
•オスバン10％
•テラマイシン軟膏
•硫酸ポリミキシンB
•ニバジール２ｍｇ、４ｍｇ

【その他】
•アンスロビンＰとノイアートの競合に
ついて→使用量調査の結果、アンスロ
ビンへ一本化。

•有害事象報告

•特殊自己注射薬の院外処方について
（初回、院内処方で指導される場合は、
院内にも取り寄せが必要ですので、処
方予定が決まったら連絡下さい）
（ヒュミラやフォルテオなどの高額品
は、調剤薬局に在庫が無い可能性もあ
りますので、かかりつけ薬局をご連絡
いただけると、薬剤部より手配のため
の連絡を入れますので、処方予定の際
にＴＥＬ下さい）

【製造中止薬剤】
•ゼスタッククリームが製造中止
（血行促進の場合はヒルドイド等で、
鎮痛の場合はナボール等で対処下さ
い）


