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電子カルテ版は天然色！ 

 さて、新病院に移転してから多少、困っているのが「看護師さん、助手さん、薬
品メーカーさんが薬局にたどりつけない」という問題。 
 かなり分かりにくい様子です。ただ、一度たどりついてしまえば、シンプルな経路
なので、二度と迷わないらしいです。 
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 院内的には、各病棟に、
左図のような案内図を、１
階と地下分で、お配りいた
しましたので、経路をご確
認ください。 
  
 １階調剤室が分かりにく
い時は、まず、地下に来て、
注射室を通り抜けて、調
剤室への専用階段を上が
り、薬局の外へ出てみると、
「な～ぁんだ」という場所に
出ますよ。 

 そこで、大切になる「地下注射室への入口」は、従来、「エレベータの隣」と案内し
ていましたし、図面上はそれで合っているのですが、どうやら、エレベーターを降りた
人の感覚としては、「エレベータを降りて左右を見渡しても、ただの廊下じゃん！」と、
方向を見失ってしまうようで、そのまま廊下を進んで放射線科に迷い込むことも
あったようです。そこで… 

「振り返れば…薬局」 
 職員は、地下でエレベーターを降りたら、振りかえった方角が「薬局」。その手近
な「Staff Only」のドアを開けると、注射薬管理室になっています。１階に用事がある
人も、注射室を通り抜けて専用階段で上がった方が、効率が良さそうです。 

 一つご案内。土日・祝日は、当番者が一人の為、基本的には地下に居り、エレ
ベータ２の隣のドアのみ開けています。盗難防止の為、１階の入り口は全て封鎖し
ます。必ず、地下に来て下さいな。土日・祝日の間の内服・注射等の払い出しは
全て、地下の払い出し棚で対応します。 

 薬品メーカーさんが、注射薬管理室に、いきなり入っ
て来るのは安全上、困ってしまうので、 「Staff Only」に
は入らず、地下の廊下を進んで、地図上では「北側」に
なる、カート等の搬入・搬出口（薬剤管理センターの表
示があるドア」から入って下さい。 
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医療事故防止等のための「医療用医薬品への 
バーコード表示の実施要項」の一部改正について 

１．はじめに 
 医療事故防止等のための医療用医薬品へのバーコード表示について，平成24年６月29日付医
政経発0629第１号・薬食安発0629第１号厚生労働省医政局経済課長・医薬食品局安全対策
課長連名通知「「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について」により，そ
の実施要項が改正されました。 
 既に，特定生物由来製品，生物由来製品及び注射薬（生物由来製品を除く。）のアンプルやバ
イアル等についてはバーコードが表示されていますが，今回の改正により，内用薬のPTP包装シー
トや外用剤のチューブ等にも，バーコードが表示されるようになります。 
 また，これに伴って，PTP包装シート100枚入りの箱などの販売包装単位に表示されているJAN
コードや，これらの販売包装単位の箱が10箱入った梱包段ボール箱等に表示されているITFコード
が削除されることになります。 
 医療用医薬品へのバーコード表示の経緯，概要，実施時期等を紹介するとともに，バーコードの
医療安全への活用をお願いいたします。 

２．経緯 
 医療用医薬品の取り違えによる健康被害を防ぐなど医療安全の確保は，医療政策における重
要な課題の一つです。医療用医薬品の取り違えの原因の一つとして，医療用医薬品の名称や外
観の類似性が挙げられますが，これらに対しては，これまでに，表１に示す通知等を発出し，名称
や外観の類似性に係る医療事故防止対策を行ってきました。 
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 これらの対策に加え，医療用医薬品の取り違えによる医療事故を防止するためには，医療用医
薬品を人に頼らず，機械的に区別する新たな対策が必要であるとされ，平成14年４月に「医療安
全対策検討会議」がとりまとめた「医療安全推進総合対策」において，「バーコードチェックの利用
により，製品の区別は正確かつ容易に行いうるため，国は，バーコードチェックがさらに普及するよ
う，製品のコード表示の標準化について検討を進める必要がある」とされ，平成15年12月の厚生
労働大臣の「医療事故対策緊急アピール」において，医薬品等の「もの」に関する対策として，「二
次元コードやICタグを使った医薬品の管理や名称・外観の類似性評価のためのデータベースの整
備，抗がん剤等の特に慎重な取扱いを要する薬剤の処方に際する条件を明確化することなどを
通じて薬剤等の使用に際する安全管理の徹底を図る」ことが求められました。 
 一方，平成15年７月に施行された改正薬事法において，特定生物由来製品についての記録義
務等が法制化され，医療機関や薬局は，患者に特定生物由来製品を使用した際は，当該患者
の氏名のほか，製品名，製造番号又は製造記号等を記録・保存するとともに，必要がある場合に
はこれらの情報を製造販売業者に提供する義務が課せられ，また，医薬品卸売業者をはじめとす
る販売業者には，特定生物由来製品及び生物由来製品を医療機関や薬局に販売した時は，販
売先の名称のほか，製品名，製造番号又は製造記号，数量，使用期限等の情報を製造販売業
者に提供する義務が課せられました。また，医療用医薬品のトレーサビリティの確保という観点か
ら，生物由来製品以外についても流通分野におけるIT化・コード形式の標準化が求められるように
なりました。 このような動きを受けて，厚生労働省では，医療用医薬品の取り違えを防止するとと
もに，医療用医薬品のトレーサビリティを確保することを目的として，バーコードを用いて機械的に
確認ができるよう，平成18年９月15日に「医療用医薬品へのバーコード表示の実施について」（薬
食安発第0915001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知。平成19年３月１日付薬食安
発第0301001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知で一部改正）により「医療用医薬品
へのバーコード表示の実施要項」を示しました（平成18年10月16日発行「医薬品・医療機器等安
全性情報No. 229」参照）。これにより，製造販売業者に対し，医療用医薬品のうち，特定生物由
来製品，生物由来製品及び注射薬については調剤包装単位を含めた全ての包装単位に，また，
内用薬及び外用薬については販売包装単位へのバーコード表示を要請し，平成20年９月の出荷
製品からこの通知に従った新しいバーコード（新バーコード）が表示されるようになりました。内用薬
及び外用薬の調剤包装単位については，この時点では包装形態ごとの技術開発等が終了してい
なかったことから，新バーコードの表示は求められませんでした。 
 その後，関係業界等における内用薬及び外用薬の調剤包装単位の包装形態ごとの新バーコー
ド表示に係る技術開発が進められ，これらの包装形態にも新バーコードを表示することが技術的に
可能となりました。これを受けて，実施要項の改正案を作成の上，平成23年３月28日から６月10
日まで改正案に係るパブリックコメントの募集を行い，寄せられた意見やこれまでの検討を踏まえ，
平成24年６月29日付医政経発0629第１号・薬食安発0629第１号厚生労働省医政局経済課
長・医薬食品局安全対策課長連名通知「「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一
部改正について」により実施要項の改正を行いました。 

３．「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の改正の概要 
（１）目的  医療用医薬品の調剤包装単位（PTP包装シートや散剤の分包等）に，製品を特定す
るバーコードを表示して，それを機械的に読み取れるようにすることにより， 
 ◦機械的に製品を識別し，取り違えによる医療事故の防止を図る。 
 ◦製造・流通から患者への使用までの流れを記録することにより，トレーサビリティを確保する。 

（２）表示対象及び表示するデータ  新バーコードの表示対象は医療用医薬品です。製造販売
業者は，表２に従い，医薬品の種類及び包装単位（表２注１参照）に応じて，必須表示項目（◎）
及び任意表示項目（○）を表示します。今回の実施要項の改正により，表２の太枠囲みの部分が
新たに必須表示項目となりました。内用薬及び外用薬の調剤包装単位に，新バーコード表示が行
われることになります。 
 なお，商品コード及びJANコードの付番方法については，従前より変更はございません。 
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（３）新バーコード表示の実施時期   
１） 特定生物由来製品，生物由来製品及び注射薬の全ての包装単位と，その他の内用薬及び
外用薬の販売包装単位については，現在既に新バーコードが表示されています。 
２） 生物由来製品以外の製品の内用薬及び外用薬の調剤包装単位については, 今回の改正で
新たに表示が求められることとなりました。平成27年７月（ただし, 年１回しか製造していないもの等
特段の事情があるものについては平成28年７月）以降に製造販売業者から出荷されるものに新
バーコードが表示されます。 
３） 表２のうち，販売包装単位及び元梱包装単位（以下「販売包装単位等」という。）において任
意表示とされている情報（有効期限，数量及び製造番号又は製造記号）については，新バーコー
ド表示が可能な製造販売業者から表示の実施を順次進めることとされています 

（４）販売包装単位におけるJANコード及び元梱包装単位におけるITFコードの削除   
 現在の販売包装単位には，日本工業規格（JIS）X 0501（共通商品コード用バーコードシンボル）
により表示されるJANコードのバーコード及び元梱包装単位にはJIS X 0502（物流商品コード用
バーコードシンボル）により表示されるITFコードのバーコードが表示されています。 
 JANコード及びITFコードについては，平成25年９月までは製造販売業者から出荷される医療用
医薬品に表示されますが，その後順次表示が削除されていき，今回の実施要項の改正により，平
成27年７月（ただし，年１回しか製造していないもの等特段の事情があるものについては平成28年
７月）以降に製造販売業者から出荷される医療用医薬品には，これらのバーコードを表示してはな
らないこととなりました。 

４．医療関係者へのお願い   
 上述のとおり, 今回,「 医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の改正を行い, 内用薬及
び外用薬の調剤包装単位への商品コードの新バーコード表示を経過措置期間を設けた上で必須
化することとし,また, 販売包装単位及び元梱包装単位については, トレーサビリティ, 流通効率化の
観点から任意表示項目（有効期限, 製造番号・製造記号）についても, 可能な業者からバーコード
表示を順次実施するよう求めることとしました。今後, この実施要項に沿ってすべての医療用医薬
品に, 調剤包装単位も含めて, 新バーコードが表示されることになり, これに対応した機器・包装資
材等の開発・普及も進むことが期待されています。 
 医療関係者においては, 医療用医薬品の取り違え事故の防止のほか, ロット・有効期限管理, 在
庫管理などトレーサビリティの確保や医療用医薬品の流通効率化が推進されるよう, 表示される
新バーコードを是非活用いただきたくご協力をお願いします。 
 なお, 販売包装単位におけるJANコード及び元梱包装単位におけるITFコードが今後削除される
ことになりますので, これらを流通管理・在庫管理等に利用している場合は, 管理方法の変更の検
討をお願いします。 
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スーテントカプセル 
スニチニブリンゴ酸塩 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑： 

皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑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。」 

竜胆瀉肝湯 ５２０ 漢方製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「間質性肺炎： 

咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を
中止し、速やかに胸部Ｘ線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホ
ルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。」 

ジョサマイシン錠 
ジョサマイシン 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］ 追記 
 
［副作用］の「重大な副作用」 

追記 

「本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者」 

 

「ショック、アナフィラキシー： 

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、蕁
麻疹、呼吸困難、血圧低下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。」 

「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）： 

皮膚粘膜眼症候群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。」 

リレンザ 
ザナミビル 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「ショック、アナフィラキシー： 

ショック、アナフィラキシー（血圧低下、呼吸困難、咽頭・喉頭浮腫等）が起こる
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。」 
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薬事委員会報告ダイジェスト 

【新規仮採用薬】 
ドキシル注（ドキソルビシン塩酸塩：ヤンセン） 

【効】1.がん化学療法後に増悪した卵巣癌 2.エイズ関連カポジ肉腫 
＜卵巣癌＞ 
本剤の投与を行う場合には、白金製剤を含む化学療法施行後の症例を対象とし、
白金製剤に対する感受性を考慮して本剤以外の他の治療法を慎重に検討した上
で、本剤の投与を開始すること。 

【用】 
がん化学療法後に増悪した卵巣癌 
通常、成人にはドキソルビシン塩酸塩として1日1回50mg/m2を1mg/分の速度で
静脈内投与し、その後4週間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。患者
の状態により適宜減量。 
2. エイズ関連カポジ肉腫 
通常、成人にはドキソルビシン塩酸塩として1日1回20mg/m2を1mg/分の速度で
静脈内投与し、その後2～3週間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。
患者の状態により適宜減量。 

【緊急購入薬】 
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」4% 200㎎/5mL 

【効】 
1. 激しい疼痛時における鎮痛・鎮静 
2. 激しい咳嗽発作における鎮咳 
3. 激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管蠕動運動の抑制 
4. 麻酔前投薬，麻酔の補助 
5. 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 

【用】 
1回5～10mgを皮下に注射。麻酔の補助として，静脈内に注射することもある。
なお，年齢，症状により適宜増減。 
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛において持続点滴静注又は
持続皮下注する場合には，1回50～200mgを投与する。なお，年齢，症状によ
り適宜増減。 

電子カルテ上、患者限定薬扱いで登録していますので、必要時病棟担当者に言えば、
当該患者に処方できるように設定します。 

 
ネクサバール錠200mg(ソラフェニブ:バイエル) 

【効】根治切除不能又は転移性の腎細胞癌，切除不能な肝細胞癌 
【用】1回400mgを1日2回経口投与する．患者の状態により適宜減量。 

【院外処方限定申請薬】 
プログラフカプセル５ｍｇ（タクロリムス：ｱｽﾃﾗｽ） 

【その他】 
【製造中止等】 

シプロフロキサシン錠200㎎「タナベ」（ジェネリック）→混乱少ないように変更予定 
ウロキナーゼ各種（ベネシス：元ミドリ十字・元田辺三菱分）→持田製薬製に変更。 
トクダームテープ→ドレニゾンテープへ変更します。 

【製品変更等】 
ネスプ注射液プラシリンジ各規格→液量が全て「0.5ｍＬ」に統一。 


