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 一般には年度目標計画始動の時期になりました。 
 医療の世界は、4月の診療報酬改定時期に、今までの価値観が一変することもしばしばあって（例えば、一
昔前は療養型病床群礼賛→今は削減）根幹を揺さぶられます。そういう中で思うのは、各部門単位の運営
では、理念を判断基準に、物事の重要度を仕分けていると揺れ幅が小さく済みそう、ということ。 

 私の場合は、この病
院に赴任した際から作
成しているのが、左の
「活動戦略マップ」。 
 この他に「方針」と「目
標」の三点セット。ただ、
マップを作ることが重要
では無く、マップに織り
込む理念が重要。 
 
 私の理念として「学ん
だことが使える職場」と
いう、外から聞いたら
「バカなの…」と言われ
そうな、当たり前のこと
を掲げています。（それ
で業界紙に全面特集さ
れたんですけどね） 

年度目標の中の理念 

【学んだことが使える職場という理念】 

 現代は、「この職場で学べるか否か」というのが就職・離職理由でウェートが大きい。学生実習でも「あの施
設は勉強になる」は、好まれる要因…私の時代の「楽か楽でないか」から比べると隔世の感がありますが…ま
あ、若い人が真面目になったんならいいんですが…。チョイと違いそう。個人主義（＝私にとって）なんだな。 
 「この施設では勉強できなかった」などと言って辞められれると、「勉強なんかいくらでも出来ただろうに…」と
思いますし、管理者としては「勉強しなかった」だけじゃん！っとツッコミたくなる。昔は「芸は盗め！」と言って
…まあ、それが「時代」。時代は自分では変えられない環境だから、文句言ってもしかたない。 

 「この職場では勉強できなかった」という言葉を、もう少し掘り下げると、マネジメント要素が出てきます。 
 「インドに行かない」なら「ヒンディー語は勉強しない」という単純な話と同じ。「自身が勉強した知識をどうやっ
て使うか」「使ったらどうなるか」「使うフィールドがあるか」「そもそも使わせてくれるのか？」そこが不透明なま
ま、日常業務ノルマが圧し掛かり続けると…「勉強できなかった」という表現になるんだろうなと。 

 私が戦略マップに載せて表現しようとしているのは「学んだことが使える職場」。従って、「学習と成長の視
点」から何もかもを出発させ、勉強した結果により、内部統制、顧客サービス、財務までが変化する過程を可
視化させる。その上で、学習したことは必ず使う、使わせるマネジメントと文化風土を企業（部門）内に作り上げ
る。そうすれば、あとは「学習→成果」という好サイクルは勝手に廻る。 

 当院薬剤部（薬剤科）の７年くらい前の活動戦略マップと、今のマップを見比べると、活動可能な事柄、
フィールドは随分広がりました。スタッフが優秀になれば、院内外の評価も充実し、就職希望者も増え、離職
は減り、地域同業者との活動も充実するということを実感する７年間だったなと…総括しておきます。 
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ゼプリオン®水懸筋注  
25mg，50mg，75mg，100mg，150mgシリンジ  

―適正使用についてのお願い― 

（表題の文書が、メーカーより出されております） 

2014年 4月  
ヤンセンファーマ株式会社  

  2013 年 11 月 19 日の販売開始以降，市販直後調査期間中の約4.5ケ月
以内に，本剤（パリペリドンパルミチン酸エステル持効性懸
濁注射液）使用後に死亡した症例が 17例報告さ れています 
(推定使用患者 約 10,700人 )。しかし現時点では，死因や死亡のリスク因子については特定
されていません。以下の事項に留意し，本剤の投与の必要性を十分に検討した上で，投与開
始または継続の可否の判断を行ってください。（※DI室コメント：現在は21人死亡の回覧） 

•本剤は持効性製剤であり，投与後少なくとも4ケ月は体内に残っており,直ちに薬物（パリ
ペリドン）を体外に排除する方法がないことを十分に理解した上で，副作用の予防，副作用
発現時の処置および過量投与等に留意し，患者の症状を慎重に観察してください。 

•今回報告されている死亡症例は，死亡に至る前兆の情報がほとんどなく，原因不明の突然
死も報告されています。出来るだけ，家族等が観察できる環境下にある患者に対して投与を
行い，異常が認められた場合には，直ちに医療機関に受診するよう，あらかじめ患者及び家
族等に十分な説明を行ってください。  

•他の抗精神病薬との併用による本剤の有効性及び安全性については確立しておりません。
本剤投与中の症状の急激な悪化時等，やむを得ず経口抗精神病薬を一時的に併用する場合を
除き，出来るだけ他の抗精神病薬とは併用をしないでください。  

•リスペリドン持効性注射液からの本剤への切替えにあたっては，過量投与にならないよう
用法・用量に注意をしてください（以下参照）。  
 
有効成分の血中濃度が同程度に維持されると推定される投与方法  
•リスペリドン持効性懸濁注射液25mg を 2週間隔で投与 ⇒ 本剤 50mg を 4 週間隔で投与  
•リスペリドン持効性懸濁注射液50mg を 2週間隔で投与 ⇒ 本剤100mg を 4週間隔で投与  

【ゼプリオンについての紹介：薬剤部より】 

効能・効果は「統合失調症」。効果を持続させることが目的で開発。用法用量は、
「通常、成人にはパリペリドンとして初回150mg、1週後に2回目100mgを三角筋内
に投与する。その後は4週に1回、パリペリドンとして75mgを三角筋又は臀部筋内に
投与する。 
なお、患者の症状及び忍容性に応じて、パリペリドンとして25mgから150mgの範囲
で適宜増減するが、増量は1回あたりパリペリドンとして50mgを超えないこと。」 
 

この薬での問題点は「薬を中止したくてもできない」ということ。一度体内に入れた
ら、効果が切れるまで待つしかありません。以下は、今回の注意喚起文書。 

メーカー文書、以上。 

 死亡症例は、必ずしも過量投与というわけではなく、ここに書かれた投与量でも死亡して
います。出たばかりの新薬を使ったら4.5カ月以内に17例が（薬の因果関係なく）偶然に死
亡したという見解の文書と解釈いたしました。言いたいことはたくさんありますが、いずれ
にせよ救急外来等では、当該薬剤の使用歴に注意ください。 
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医薬部外品及び化粧品の副作用報告制度の改正について 

１．はじめに 
 近年，薬用化粧品（医薬部外品）による皮膚障害（白斑）の発生など，販売開始前に想定され
なかった副作用事例が発生していることから，医薬部外品及び化粧品（以下「化粧品等」という。）
により健康被害が生じた事案を早期に発見し，対策を講じるよう，化粧品等の市販後安全対策の
強化が求められているところです。 
 その対策の一つとして，化粧品等の製造販売業者から行政への副作用報告制度について，こ
れまで報告を求めてきた研究報告に加え，個別の副作用症例についても報告を行うよう制度を強
化し，本年４月１日から施行することといたしましたので，その概要を御紹介いたします。 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

２．医薬部外品及び化粧品の副作用報告制度の改正について 
 医薬品，医薬部外品，化粧品及び医療機器の製造販売業者は，自社の製品による副作用・不
具合の発生や研究報告等を知ったときは，薬事法第77条の４の２第１項に基づき厚生労働大臣
に報告することが義務付けられています。（中略）医薬品や医療機器に比べ，化粧品等の報告内
容は研究報告のみと限定されていました。 
 一方，近年，薬用化粧品等による重大な副作用報告事例が発生していることを踏まえ，仮に同
様の事例が今後発生した場合に，これらを早期に把握し，迅速に必要な対策を講じることができ
るよう，薬事法施行規則を改正し，化粧品等により発生した重篤な副作用等については，医薬品
と同様に個別症例ごとに報告を求めることといたしました。 
 
 医薬品と同様に，ICHガイドラインに準じて重篤性を判断することとし，次の１〜７に該当するもの
（１．死亡、２．障害、３．死亡につながるおそれのある症例、４．障害につながるおそれのある症例、
５．治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例、６．上記に
掲げる症例に準じて重篤である症例、７．後世代における先天性の疾患又は異常）を重篤な副作
用として報告対象としています。また、化粧品等については，作用が緩和であり，健康な人が使用
することが多いことから，リスクベネフィットバランスの観点から，医薬品に比べてより幅広い範囲の
副作用症例を把握する必要があると考えられるため，化粧品等に限り，重篤な副作用に加え，８，
「治療に要する期間が30日以上の症例」を，個別症例報告の対象に加えることとしました。 
 
 また，医薬品，医薬部外品，化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省
令（GVP省令）第７条においては，製造販売業者における安全管理情報の収集義務とその対象範
囲が規定されていますが，副作用報告の強化に伴い，化粧品等の製造販売業者が収集しなけれ
ばならない情報の範囲についても，表３のとおり医薬品の製造販売業者と同様に，医療関係者か
らの情報や行政機関からの情報も収集義務の対象に追加し，４月１日より施行されます。 

３．おわりに 
 化粧品等の新しい副作用報告制度は本年４月１日より施行されます。今後，医薬部外品や化
粧品によるものと疑われる重篤な副作用や治癒に長期間を要する患者に気付かれた際には，製
造販売業者へ連絡していただくとともに，当該製造販売業者が実施する調査への御協力をお願
いいたします。 
 また，従来より，「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」において，医薬品による副作用だ
けでなく，化粧品等による副作用情報についても，医療関係者の皆様から厚生労働省への直接
の御報告をお願いしているところです。製造販売業者の連絡先が分からないときなどは，本誌の
末尾にも綴じられている「医薬品安全性情報報告書」により報告いただけるよう引き続き御協力を
お願いいたします。 
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当院使用品のみ抜粋 

ニュープロパッチ（持参薬注意） 

ロチゴチン 

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 

「肝機能障害： 

AST（GOT）、ALT（GPT）、Al-P、γ -GTP上昇等の肝機能障害があらわれることがあるの
で、このような場合には、減量、休薬又は投与中止等の適切な処置を行うこと。」 

イーケプラ錠 

レベチラセタム 

１１３ 抗てんかん剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「薬剤性過敏症症候群： 

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、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。」 

リフレックス錠 

ミルタザピン 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］追
記 
［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「QT延長又はその既往歴のある患者、QT延長を起こすことが知られている薬剤を投与
中の患者、著明な徐脈や低カリウム血症等がある患者」 

「QT延長、心室頻拍： 

QT延長、心室頻拍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。」 

モーラス、ロキソニンテープ等 

他、消炎鎮痛剤系外用剤全般 

２６４ 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［妊婦、産婦、
授乳婦等への
投与］追記 
 
［禁忌］ 追記 
 
 

「他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し、胎児動脈管収
縮が起きたとの報告がある。」（非ステロイド系消炎鎮痛外用剤全ての薬剤に記載） 

 

（モーラス、他ケトプロフェン剤） 

「妊娠後期の女性（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）」 

「妊婦（妊娠後期以外）、産婦、授乳婦等に対する安全性は確立していないので、これら
の患者に対しては、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使用す
ること。」 

「ケトプロフェンの外皮用剤を妊娠中期の女性に使用し、羊水過少症が起きたとの報告
があるので、必要最小限の使用にとどめるなど慎重に使用すること。」 
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パクリタキセル 

（非アルブミン懸濁型製剤） 

４２４ 抗腫瘍性植物成分製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「腫瘍崩壊症候群： 

腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行
うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には投与を中止し、適
切な処置（生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等）を行うとともに、症状が回
復するまで患者の状態を十分に観察すること。」 

「白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）： 

白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）があらわれることがあるので、歩行時のふ
らつき、痙攣、頭痛、視覚障害、高血圧、意識障害等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。」 

ウラリット－Ｕ配合 

クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム 

３９４ 痛風治療剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］一
部改訂 
［重要な基本的
注意］追記 
 
 
［副作用］の「重
大な副作用」新
設 

「腎機能障害のある患者」 

「本剤の投与に際しては、患者の血清電解質の変化に注意すること。特に、腎機能障害
のある患者に投与する場合や、長期間投与する場合には、血中のカリウム値、腎機能等
を定期的に検査すること。また、高カリウム血症があらわれた場合には、投与を中止する
こと。」 

「高カリウム血症： 

高カリウム血症があらわれることがある。また、高カリウム血症に伴い、徐脈、全身倦怠
感、脱力感等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。」 

タシグナカプセル 

ニロチニブ塩酸塩水和物 

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 

「脳梗塞、一過性脳虚血発作： 

脳梗塞、一過性脳虚血発作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。」 



【新規仮採用薬】 

アミティーザカプセル24μg（ルビプロストン：ｱﾎﾞｯﾄ） 

【効】慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く） 

平成26年度 第1回 薬事委員会（4/22火曜 17時） 

アコファイド錠100mg（アコチアミド：アステラス） 

【効】機能性ディスペプシアにおける食後膨満感，上腹部膨満感，早期満腹感 

モビプレップ配合内用剤（無機塩類等：味の素） 

【効】大腸内視鏡検査、大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除 

【緊急購入報告】 

アリナミンF50注（フルスルチアミン：武田） 

ガチフロ点眼液0.3%5ｍL（ガチフロキサシン：千寿） 

【効】眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎(角膜潰瘍を含
む)、眼科周術期の無菌化療法 

ネスプ注射液120μｇﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ（ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ：協和ｷﾘﾝ） 

スーグラ錠50 mg（イプラグリフロジン：アステラス） 

【効】2型糖尿病 

レクチゾール錠25ｍｇ（ジアフェニルスルホン：田辺三菱） 

【新規院外処方薬】 

ビーソフテン外用スプレー0.3％100ｇ（配合剤：持田） 

【効】皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療
と予防、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患（注射後の硬結並びに疼痛）、
血栓性静脈炎（痔核を含む）、外傷（打撲、捻挫、挫傷）後の腫脹・血
腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸（乳児期） 

ラベキュア400、800（パリエット、ｻﾜｼﾘﾝ、ｸﾗﾘｽ） 

ラベファイン（パリエット、サワシリン、フラジール） 

【効】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におけるヘリコバクター・ピロリ
感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 

ゼルヤンツ錠5ｍｇ（トファシチニブ：ﾌｧｲｻﾞｰ） 

【効】既存治療で効果不十分な関節リウマチ） 

【後発関連】 

今回の診療報酬で 

• 後発品比率がDPCの調整係数に関わる数値となったなどについて説明がなされた 

【削除・その他】 

【期限切れ廃棄等】シプロフロキサシン注、パズクロス注→削除。 

【ほぼ不動品】ニトロールR→後発品検討を開始する 

【報告】ボルタレン坐薬・パキシルCRに異物混入問題：当院に該当ロットなし 

【保険薬局へ】診察室で医師が「お薬手帳」を見る際に、後発品名だけの記載であると、
何の薬か分からないことが多々ある。（ ）書き等で、先発品名を添えてもらうとあり
がたい。 


