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変化対応力の時代 
医薬品医療機器等安全性情報314 
ＤＳＵ 232 
薬事委員会報告 

「変化対応力」の時代かな 

 先日、職員カードが配布され「転勤先の希望欄」を見たとき、万が一のため何か言い残しておかないとなぁ、
という気分になります。憂鬱ですね。そんなわけで、今回は、私の心配していることについて。 
 先月号で「日本が近未来に恐ろしく人口減少になる」という内閣府データ（下図）を紹介しましたが… 

 問題は少子高齢化なのですが、今から86年後の人口
4000万人時代に向けて、坂道を転がるように限界集落
の消失や地方都市の過疎化などが顕在化すると思いま
す。既に八代近郊の村は寂れたなぁ、というような実感
を持っている方も多いようです。 
 また、新聞等の広告ではマンション建設などの景気の
いい話が踊ってますが、実際は、市町村の「空き家バン
ク」活動のような、空き家問題が顕在化しています。 

 病床が多い＝医療費がかさむという考え方で、今は病床を減らす政策です。当然、病床は足らなくなります
が、その数字合わせが「在宅」ということ。そもそも病床が多い＝非効率と言われるのは困ったもの。「急性期
病床百床あたりの医師数」は他国の1/3～1/4。同じく看護職員数も1/2～1/4。要は4倍働けと。 
 厚労省の資料だけに、在院日数が長い、病床が多いことを強調する表になってますが、要するにこういう考
え方で世の中・政策は動く。若い人は激変の中、苦労しそうです。変化対応力が大事になりそうです。 

 要するに、社会変化は激しいし、厳しいと思われます。 
 人口四千万人台の明治時代は高齢化率が3％程度
でしたから、ほぼ全て労働・生産人口だったわけですが、
これからの四千万人台社会は40％が高齢者。労働者
不足、住民減少、若者流出で地元経済も縮小。 

 数値を上げておきますが、 2025年
問題＝団塊の世代が年金受給者に
なる11年後を考えると、全国の今の
療養病床は33.2万床ですが、1日あ
たり入院患者数は、2025年で45.8
万人、 2040年で55.8万人に増加す
るのだそうで。 厚労省の資料（介護
施設等の在り方委員会 Ｈ１８）によれ
ば、認知症推計320万人の予想。つ
まり、医療ニーズは、今の新人さんが
偉くなるくらいまでに170％くらいまで
増える予測。世間の人口減少と患者
増大が反比例しますから…。 

 女性の社会進出や女性管理職数値目標が騒がれていますが、女性労働者確保のため。数値目標＝男女
関係なく、出世競争。今の日本社会では、男女で家事・仕事分担などと家庭第一を主張すれば出世競争脱
落か非正規の心配が一般的。それは年金にまで影響する。ちなみに、 2014年統計：正規雇用は前年から
14万人減って3303万人。非正規は41万人増え1922万人。さて、少子化対策とは？ますます少子化？ 
 さらに、人口減少には、｢移民」の検討が始まってます。年間20万人ずつ受け入れという数値も報道されて
いますが、八代の人口13万人を考えるとゾッとします。公用語が変わったらオシマイ。 
 さて、他にもネガティブな心配満載の世の中ですが、いずれにせよ、医療必要度の高い人は増え、病院
ニーズはしばらく増え続けます。人口のピークから少し後ろにズレて高齢者のピークが来ますから。 
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医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の報告様式の変更について 

１．制度の概要 
 薬事法（昭和35年法律第145号）第77条の４の２第２項の規定に基づく，医療機関等からの医
薬品又は医療機器についての副作用，感染症及び不具合の情報の報告については，医薬品・医
療機器等安全性情報報告制度（以下「安全性情報報告制度」という。）の中で実施され，医薬関
係者の皆様に御協力いただいております。報告された情報は，専門的観点から分析，評価され，
必要な安全対策を講じるとともに，広く医療関係者に情報を提供し，医薬品及び医療機器の市販
後安全対策の確保に活用しています。(以下略） 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

２．報告書様式の変更内容 
 平成26年６月12日に薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（平成25年法律第103号。
以下「改正法」という。）が施行されたこと等に伴い，医薬品安全性情報報告書の様式を主に以下
のとおり変更しました。その他，記載内容が不明確であった部分について，配置の変更，記載いた
だきたい内容の説明の追加等を行いました。 

2-1．要指導医薬品，一般用医薬品に関する変更 
 改正法において，スイッチ直後品目（医療用医薬品から一般用医薬品に移行して間もなく，一
般用医薬品としてのリスクが確定していない医薬品）や劇薬については，他の一般用医薬品（第１
類医薬品〜第３類医薬品）とは性質が異なるため，要指導医薬品として指定し，販売にあたり薬
剤師が対面で情報提供・指導を行うことが義務付けられました。一方，一般用医薬品（第１類医
薬品〜第３類医薬品）については，適切なルールの下，全てインターネットによる通信販売が可能
になりました。 
 改正法の施行に伴い，被疑薬と使用状況に関する情報をより正確に把握するため，報告様式に
「要指導医薬品」と「一般用医薬品」の別がわかるよう，被疑薬の欄に「要指導医薬品」を追加す
るとともに，一般用医薬品の「購入経路」を選択式にて記載する欄を追加しました。 

2-2．健康被害救済制度に関する変更 
 一般用医薬品を含めた医薬品の副作用，感染症等による一定程度以上の健康被害（入院相
当の治療を要するなど）については，健康被害に対する救済制度（表１）があります。 
 近年，救済制度における請求件数，支給件数は増加していますが，一般国民における医薬品
副作用被害救済制度の認知率（平成24年度調査実施）は「知っている」5.3％，「名前は聞いたこ
とがある」15.4％，合計20.7％であり，医薬品の副作用による健康被害を受けながらも本救済制
度の存在を知らないために請求に至らない方がいることと思われます。 
 これらの制度の認知度の向上，及び，副作用等の被害を受けた患者の今後の申請の意向等を
把握することを目的に，報告様式に健康被害救済制度に関する欄を設け，この制度に関して「患
者が請求予定」，「患者に紹介済み」等の選択肢を追加しました。 

表１．健康被害救済制度 

制度 対象 問合せ先 

医薬品副作用被害
救済制度 

医薬品（抗がん剤等の一部
の除外医薬品を除く） 

医薬品医療機器総合機構 
0120-149-931（フリーダイヤル） 
http://www.pmda.go.jp/kenkou
higai.html 

生物由来製品感染
等被害救済制度 

生物由来製品 

※予防接種法に基づく予防接種対象医薬品については，予防接種後健康被害救済制度があり，
問い合わせ先は市町村となっています。 
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医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の報告様式の変更について 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

２-3．化粧品及び医薬部外品の報
告様式について 
 化粧品及び医薬部外品によると疑
われる副作用等の情報については，
これまで医薬品と同じ様式を使用し
ての報告をお願いしていましたが，上
記の様式変更に伴い，医薬品の報
告書様式とは別に「化粧品・医薬部
外品安全性情報報告書」として定め
ました。 
 薬用化粧品による白斑の発生等
を受け，平成26年４月より，化粧品
等については，医薬品に比べてより
幅広い範囲の副作用症例を把握す
る必要があるため，製造販売業者に
対し，重篤な副作用（医薬品と同等
の基準）に加え，「治療に要する期
間が30日以上の症例」についても個
別症例報告を求めています。 
このため，様式の「副作用等に関す
る情報」の＜重篤性等の判定基準
＞に「治療に要する期間が30日以
上」を加えています。 
 化粧品や医薬部外品によるものと
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，製造販売業者の連絡先が分
からないときなどでも，本様式により
ご報告ください。 

3．おわりに 
 安全性情報報告制度は，医療関係者が医薬品等の副作用等を厚生労働省に直接報告することに
より，副作用等の発生を迅速に収集し，企業が把握していない副作用等を検知する観点から重要な
ものです。引き続き御協力いただきますようお願いいたします。 
 また，報告される副作用や感染症等が健康被害救済制度の対象となると思われるときには，これら
の救済制度について，健康被害を受けた患者に御紹介くださいますようお願いいたします。 
〈参考〉 
・医薬関係者の皆様へ（副作用・感染症・不具合報告のお願い） 
  http://www.info.pmda.go.jp/info/houkoku.html 
（所定の報告用紙はこちらから入手できます。郵送，FAX ，電子メール，「e-Gov 電子申請システム」
を利用した報告により報告を受け付けています。） 
・救済制度について 
  http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 
（救済制度をわかりやすく解説した冊子，リーフレット等もこちらから入手できます。） 
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当院使用品のみ抜粋 

ビ・シフロール錠 

プラミペキソール塩酸塩水和物 

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）、LDH、γ -GTP、総ビリルビン上昇等の肝機能障害があらわれ
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。」 

サムスカ錠 

トルバプタン 

２１３ 利尿剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「汎血球減少、血小板減少： 

汎血球減少、血小板減少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するなど、適切な処置を行うこと。」 

アーチスト錠 

カルベジロール 

２１４ 血圧降下剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
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）： 

中毒性表皮壊死融解症、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。」 

レミケード点滴静注用 

インフリキシマブ 

２３９ その他の消化器官用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「横紋筋融解症： 

横紋筋融解症があらわれることがあるので、脱力感、筋肉痛、CK（CPK）上昇、血中及び
尿中ミオグロビン上昇に注意し、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。」 

ブリディオン静注 

 スガマデクスナトリウム 

３９２ 解毒剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」一
部改訂 
 
追記 

「心室細動、心室頻拍、心停止、高度徐脈： 

本剤投与後数分以内に心室細動、心室頻拍、心停止、高度徐脈があらわれることがある。
循環動態の観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。」 

追記 「冠動脈攣縮： 

冠動脈攣縮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
は直ちに適切な処置を行うこと。」 
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ザイボックス錠・注射液 

リネゾリド 

６２４ 合成抗菌剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的
注意］ 追記 
 
 
 
［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「本剤の投与により、乳酸アシドーシス等の代謝性アシドーシスがあらわれることがある
ので、嘔気、嘔吐の症状が繰り返しあらわれた場合には、直ちに医師の診断を受けるよ
う患者を十分指導すること。これらの症状や原因不明のアシドーシスもしくは血中重炭酸
塩減少等の症状があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

「代謝性アシドーシス： 

乳酸アシドーシス等の代謝性アシドーシスがあらわれることがあるので、患者の状態を十
分に観察し、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。」 

「肝機能障害： 

AST（GOT）、ALT（GPT）、LDH、Al-P、γ -GTP等の上昇を伴う肝機能障害があらわれる
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、投与を中止するなど
適切な処置を行うこと。」 

フラジール内服錠 

 メトロニダゾール 

６４１ 抗原虫剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「出血性大腸炎： 

ヘリコバクター・ピロリ感染症に用いた場合、出血性大腸炎があらわれることがあるので、
腹痛、血便、頻回の下痢があらわ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。」 

カルボプラチン 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 

「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。」 

ラベファインパック・ランピオンパック ６１９ その他の抗生物質製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

（メトロニダゾール） 

「出血性大腸炎： 

出血性大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、血便、頻回の下痢があらわれた場合
には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

ビブラマイシン錠（未採用薬） 

ドキシサイクリン塩酸塩水和物 

３９２ 解毒剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」一
部改訂 
 
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。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 
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【新規仮採用薬】 

ロンサーフ配合錠T15,T20（配合剤：大鵬） 

   トリフルリジンが15,20ｍｇ、チピラシル塩酸塩（ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝの分解抑制） 

【効】治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌（標準的な治療が困難な場合に限る） 

平成26年度 第3回 薬事委員会（8/26火曜 17時） 

スチバーガ錠40ｍｇ（レゴラフェニブ：バイエル） 

【効】治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌，がん化学療法後に増悪した消化管間
質腫瘍 

イオメロン350注20mL､50mL､100mL各バイアル（ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ：ｴｰｻﾞｲ） 

【効】胸部血管撮影、四肢血管撮影、心臓血管撮影、腹部血管撮影、ディジタルＸ線撮
影法の静脈性血管撮影、動脈性血管撮影、コンピューター断層撮影の造影、静脈
性尿路撮影 

ミルリノン注射液10ｍｇ（ミルリノン：富士製薬） 

【効】急性心不全 

備考：心臓血管外科の準備の為 

ダクルインザ錠60ｍｇ（ﾀﾞｸﾗﾀｽﾋﾞﾙ：ﾌﾞﾘｽﾄﾙ） 

スンベプラカプセル100mg（ｱｽﾅﾌﾟﾚﾋﾞﾙ：ﾌﾞﾘｽﾄﾙ） 

【効】セログループ 1（ジェノタイプ 1 ）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変における（ｲ
ﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ治療無効・不適格・不耐容）のウイルス血症の改善 

【新規院外処方薬】 

ネオキシテープ73.5mg（ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ：旭化成） 

【効】過活動膀胱の「切迫性尿失禁、尿意切迫感、頻尿」 

【入れ替え・規格追加】 

サンドスタチンLAR筋注用キット30ｍｇ（従来のサンドスタチンに変えて） 

デカドロン錠4mg 規格追加で（臨床腫瘍学会要望、制吐剤の効能追加） 

ムコスタ点眼液ＵＤ２％0.35ｍＬ１本（レバミピド：大塚） 

【効】ドライアイ 

【緊急購入報告】 

ジオトリフ錠40mg、30ｍｇ（ｱﾌｧﾁﾆﾌﾞ：ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ）  

    【効】EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌 

イーフェンバッカル錠50μg（ﾌｪﾝﾀﾆﾙ：大鵬） 

        【効】強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛 

プロセキソール錠０．５ｍｇ（ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ：あすか） 

【効】前立腺癌、閉経後の末期乳癌 

テノゼット錠300ｍｇ（テノホビル：GSK） 

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患にお
けるB型肝炎ウイルスの増殖抑制 

サムスカ錠30ｍｇ（トルパプタン：大塚） 

【効】腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発
性のう胞腎の進行抑制 


