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電子カルテ版は天然色！ 

2013年の新年を迎え、病院も名称変更となり、益々の飛躍を祈念いたします 

さて、本年は巳年、蛇が干支でございます。 

 蛇と最も仲良く共存共栄関係に
あるのは蛇使い。 
 ネパールやインドのお寺などでは、
蛇使いさんがパフォーマンスを
やっている場面によく出くわします。 
 １人で数匹の蛇を出しっぱなしで
やっているので、コブラを踊らせて
いる間に、大蛇の方がニョロニョロ
と観客の方に迫ってきたりする計
算された（？）ハプニングがあった
り、楽しいものです。 

 ヤマタノオロチなどの大蛇にまつわる神話
も多いように、蛇は神様に近い存在。また白
水村の「白蛇神社」（阿蘇白水龍神権現）
のように、既に神になった蛇も居ます。 
 こういう傾向は海外でも同じで、インド付近
では「ナーガ」という神様になります。 
 このナーガは、ヒンズー教の神であるクリ
シュナの相棒として描かれたり、仏陀の守
護神として描かれたりします。 
 仏陀が座禅を組んで瞑想しているときに
降り出した雨を、ナーガが傘になって見守る
姿が、左のような仏像となって、インドやタイ
あたりの寺院で見ることができます。 

 薬剤師的に蛇を見れば、ハブ酒やマムシ酒などの蛇酒、ヘビの肝、ヘビの
生血など、強壮・長寿をイメージさせる民間療法に使われています。このあ
たりが、蛇に対する宗教的なイメージを形成しているのでしょう。 

 当院のロゴマークのアスクレピオスの杖も
蛇が絡んだ図柄です。蛇が脱皮して成長
する生態から「再生」や「長寿」を祈る医
学・薬学の象徴となっています。当院も、
末長く発展するように頑張りましょう。 
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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. 12 
No. 215 

ビ・シフロール錠 
プラミペキソール 

１１６ 抗パーキンソン剤 

１１９ その他の中枢神経系用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）： 

低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙
攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）があらわれ
ることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、水分摂取の制
限等適切な処置を行うこと。」 

「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、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。また、横紋筋融解症による急性腎不全の
発症に注意すること。」 

ハーフジゴキシンＫＹ錠等 
ジゴキシン 

２１１ 強心剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「非閉塞性腸間膜虚血： 

非閉塞性腸間膜虚血があらわれることがあり、腸管壊死に至った例も報告さ
れているので、観察を十分に行い、激しい腹痛、血便等の症状があらわれた
場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

ゼルフォーム等の止血剤 
ゼラチン 

３３２ 止血剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］             追記 
［副作用］の「重大な副作用」 

新設 

「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、全
身発赤、呼吸困難、血圧低下等の異常が認められた場合には使用を中止し、
適切な処置を行うこと。」 

ポテリジオ点滴静注 
モガムリズマブ 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［警告］            追記 「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症
候群（Stevens-Johnson症候群）等の全身症状を伴う重度の皮膚障害が報告
されていることから、本剤投与開始時より皮膚科と連携の上、治療を行うこと。
また、次の事項に注意すること。 

1） 重度の皮膚障害が本剤投与中だけではなく、投与終了後数週間以降も発
現することが報告されているため、観察を十分に行うこと。 

2） 皮膚障害発現早期から適切な処置（副腎皮質ホルモン剤、抗アレルギー剤、
抗ヒスタミン剤の使用等）を行うこと。重度の皮膚障害が発現した場合には投
与を中止し、適切な処置を行うこと。」 
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ポテリジオ点滴静注 
モガムリズマブ 

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」 
一部改訂 

「重度の皮膚障害： 

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候
群（Stevens-Johnson症候群）、発疹等が本剤投与中又は投与終了後にあら
われることがある。皮膚障害発現早期から適切な処置（副腎皮質ホルモン剤、
抗アレルギー剤、抗ヒスタミン剤の使用等）を行うこと。重度の皮膚障害が発現
した場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

前項からの続き 

医薬品副作用被害救済制度の支給・不支給決定の状況と適正に使用されていな
い事例が多く見られる医薬品について 

１．はじめに 
 「医薬品副作用被害救済制度」は，医薬品（一般用医薬品を含む。）が適正に使用されたにも
かかわらず副作用が発生し，それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済する
ことを目的として，医薬品製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする公的制度と
して昭和55年に創設されました。表１のとおり，近年請求件数，支給件数が増加しています。 
 また，平成16年には，生物由来製品が適正に使用されたにもかかわらずウイルス等に感染し，
それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを目的として，同様な公的
制度である「生物由来製品感染等被害救済制度」が創設されました。 
 副作用被害を受けた方々には出来るだけこの制度を活用していただきたいですが，医薬品によ
る副作用であると考えられる事例でも，当該医薬品が適正に使用されていなかったために救済給
付の対象とはされなかった事例が見受けられるので，そういった事例が多く見られる医薬品を紹
介するとともに，医薬品の一層の適正使用の推進をお願いします。 

事業年度 請求件数 支給件数 不支給件数 

昭和55～平成9 3064（2506） 2370（1971） 471（345） 

平成21年度 1052（947） 861（776） 127（96） 

平成22年度 1018（906） 897（813） 122（97） 

平成23年度 1075（951） 959（861） 143（122） 

昭和55からの累計 13495（11579） 10719（9313） 2015（1606） 

（中略） 

※件数は請求者ベースであるが，（  ）内は実人数である。 
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２．制度に関する情報 
 両被害救済制度の詳細については，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「ＰＭＤＡ」
という。）のホームページhttp://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.htmlに掲載されているほか，本誌
No.273（平成22年10月）にも概要を掲載しているのでご参照ください。また，同ホームページには
以下のような資材が用意されていますので，制度の普及にご活用ください。 
 ◦制度解説冊子 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/file/higaikyusai.pdf 
 ◦制度解説リーフレット http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/ldp/file/fukusayo_leaflet.pdf 
             http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/ldp/file/seibutuyurai.pdf 
 ◦掲示用のポスター http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/file/kouhou_keiji.pdf 
 ◦薬袋用資材 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/file/kouhou_kusuri.pdf 
 医薬品を適正に使用したにもかかわらず，医薬品を使用したことによると考えられる，入院治療
が必要な程度の疾病や日常生活に著しい制限を受ける程度の障害などの健康被害が発生した
場合には，患者又は家族等に対し，本制度について情報提供していただくとともに，救済請求にご
協力ください。本制度の相談窓口は以下のとおりです。 
 ◦救済制度相談窓口 ０１２０－１４９－９３１（フリーダイヤル） 
           月〜金（祝日・年末年始を除く）午前９時〜午後５時 
 なお，表２に掲げる場合には救済給付の対象になりませんので，ご留意ください。 

表２ 救済給付の対象とならない場合 

ア． 法定予防接種を受けたことによるものである場合（予防接種法に基づく予防接種健康被害救
済制度がある）。ただし，任意に予防接種を受けた場合は対象となる。 
イ． 製造販売業者など，他に損害賠償の責任を有する者が明らかな場合。 
ウ． 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて使用したことによる健康被害で，その発生があ
らかじめ認識されていた等の場合。 
エ． 使用目的・方法が適正と認められない場合。 
    （厚生労働大臣が承認した効能効果以外の目的で使用した場合や添付文書の使用上の注
意に従わずに使用された場合など） 
オ． 対象除外医薬品注）による健康被害の場合。 
    注）対象除外医薬品： 
    ① がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって，厚生労働
大臣の指定するもの。（抗がん剤，免疫抑制剤など） 
    ② 人体に直接使用されないものや薬理作用のないもの等，副作用被害発現の可能性が
考えられない医薬品。（殺虫剤，殺菌消毒剤，体外診断薬など） 
カ． 軽度な健康被害（入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療を受けていない場合
等）や障害の程度が既定の等級に該当しない注）場合。 
    注） 障害の状態が，「日常生活の用を自分ですることができない程度の障害の状態（１級）」
又は「日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態（２級）」に当たらない 
キ． 請求期限が経過している場合。 
ク． その他，厚生労働省の薬事・食品衛生審議会における，医学・薬学的判定において認められ
なかった場合。 
     ◦ 疾病，障害等が医薬品の副作用によるものとは考えがたいと判定された場合（医薬品に
より発現したものとは認められない） 
    ◦ 提出された書類の不足等のため，因果関係，適正目的・適正使用がなされたか否かと
いった判定ができない場合（判定不能） 
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３．支給・不支給決定の状況について 
  平成19年度から平成23年度までの支給件数の割合は86％，不支給件数の割合は14％と
なっており，支給事例の副作用による健康被害の内訳や不支給理由の内訳は，図１のとおりです。 

４．適正に使用されていない事例が多く見られる医薬品について 
 平成23年４月から平成24年９月までの１年半の間に，適正に使用されていなかったために不支
給決定がなされた事例が多く見られた医薬品は，ラモトリギン（ラミクタール）15例，チアマゾール
（メルカゾール）６例，ベンズブロマロン（ユリノーム 他）５例でした。 

事例省略（薬剤部ＨＰの原文pdfを参照） 

５．おわりに 
 紹介した３品目に限らず，医薬品の使用に当たっては，「使用上の注意」の内容を熟読し，適正
に使用していただきますよう，お願いします。適正な使用でなかった場合，医薬品の副作用による
と疑われる健康被害が生じても，公的な救済制度による健康被害者の救済は行われないことにご
留意ください。 
 なお，２．で述べたとおり，副作用等が発生した場合，また，そのことについて相談を受けた場合， 
その健康被害が本制度の救済の対象になると思われたときには，本制度を紹介していただくととも
に，請求に必要な診断書等の作成に，引き続き格段のご協力をお願いします。 
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【新規仮採用薬】 

ノルレボ錠0.75mg（ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ：あすか）自費診療分 

【効】緊急避妊 

平成24年度 第5回 薬事委員会報告（ダイジェスト） 

ロゼレム錠８mg（ﾗﾒﾙﾃｵﾝ：武田） 

【効】不眠症における入眠困難の改善 

ディナゲスト1mg（ｼﾞｪﾉｹﾞｽﾄ：持田） 

【効】子宮内膜症 

ヤーズ配合錠（ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ：持田）（院外） 

【効】月経困難症 

グレースビット錠50ｍｇ（シタフロキサシン：第一三共） 

キノロン系抗菌剤 

アイファガン点眼液0.1％5ｍＬ（ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ：千寿） 

【効】緑内障、高眼圧症 

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g(ｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ：ﾌｧｲｻﾞｰ) (院外) 

特徴：2g（力価）を用時水で懸濁し、空腹時に1回経口投与 

【使用量多く院内採用昇格薬】 

リスペリドン内用液0.5ｍｇ/0.5ｍＬ包「ＭＥＥＫ」 

【効】統合失調症 

アボルブカプセル0.5ｍｇ（デュタステリド） 
         【効】前立腺肥大症 

ネキシウムカプセル10mg/20ｍｇ（ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ：第一三共）（オメプラールの異性体の１つ） 

【効】○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆
流症（ネキシウムカプセル10mgのみ）、Zollinger-Ellison症候群、非ステロイド性抗
炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン
投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 

 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃
MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療
後胃 

【その他】 
【院内削除】 

オメプラール10、20（上記ネキシウムと構造式的に同一物。並列採用の意義がない） 
ロヒプノール注：数年間使用歴なし、期限切れ廃棄のため 
ペルタゾン錠：同様。期限切れ廃棄のため 
イドメシンクリーム25ｇ：製造中止のため 
コンバントリン錠：院外で。必要時は購入できる体制 
プロスタールL５０mg：25ｍｇは採用あり。持参薬でわずかに使用。 

  以下、使用無く、調剤棚から外し在庫棚へ移動したもの 
ミニプレス0.5ｍｇ、ソタコール40ｍｇ、アゼプチン錠1ｍｇ 

  以下の眼科薬は院外のみで可 
フルメトロン0.02、タプロス、チモプトール0.5、ミロル、トルソプト、デタントール0.01、エリ
コリＴ、ソフトサンティア 

【他】 
    ネスプは、全規格0.5ｍＬに液量統一した製品に販売変更される。 
    パムの呼び出し文字：一応、「パムチュウシャ」「パムジョウチュウ」 


