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「残薬問題」は今なぜクローズアップなのか？ 
 ずいぶん前のDIニュースでも書いた
気がしますが、最近になって、残薬問
題の報道が増えました。 
 まあ、TV報道は、誰かが意図的に問
題を取り上げて、その意図通りになる
ように論理展開してみせる、予定調和
の代表みたいなものです。 
 従って、残薬問題の発信元は厚労省、
目的は薬剤費削減（効果はジェネリッ
クより大きいかも）、仕事をやるのは、
全国５万７千軒の保険薬局、国民も
知っておいてください、ということ。 

 これは、新しい問題ではありませんね。 
 私が薬剤師になった時には、既に、大問題
だったと思います。 
 しかし、昔は、患者負担割合も低く、70歳以上
は無料だったり、窓口負担は100円などの時代
もありましたから、患者さんにとっては、 

クスリはタダ（無料） 
 と、言ってましたね。 
 「薬を飲んでない」なんて言えば医師から怒ら
れるので、診察室では「飲んでます」と言います
が…大半ゴミ箱というのが当時の実態。 
 「薬漬け医療」という言葉もあったわけで。残
薬の存在は誰だって知る大問題だったけど、日
本は、それを無視できるほど豊かだった。 

 今頃になって、急に、厚労省が一生懸命に言い始めた理由は？ 

 想像するに、医療費の中の薬剤費と貿易赤字が、凄く大きくなってしまったからではないでしょうか。 

2004年度 3兆円 

2006年度 3.4兆円 

2008年度 4兆円 

2010年度 4.4兆円 

2012年度 4.9兆円 

2014年度 5.4兆円 

 左の表は、厚労省が出している数字。調剤医療費中の薬剤料
です （つまり外来分）。 10年で２倍になろうかという数字。 
 当院の薬剤購入額も私が来た８年ほど前から、およそ２倍。左
の数字と合います。患者数が２倍になったわけではありませんよ
ね。薬の一個一個の値段が高額化したからです。間違いなく。 
 薬価のルールは、官、厚労省が決めること。よって、政府による
薬の高額誘導の成果としか考えられないですね。 
 さて、そういう中、薬剤費用の貿易赤字も凄いことに。 
 2015年の上半期の数字しか持ち合わせてないのですが、「半
期で1兆円」の赤字。つまり、 「年間２兆円」レベルの赤字。 

 ちなみに日経新聞の記事によれば、2012年は約３兆赤字。そりゃそうです。処方薬、つまり、薬剤師が
毎日、手に握る薬剤はほとんど「外資系」でしょ。日本人が積み立てた「医療保険」と「税金」つまり「純粋な
日本の富」は、毎年２兆円規模で海外流出…。そして、その一部である残薬は、500億円に。 
 日本人が病気になると、外国人が毎日パーティー…で、日本は医療財源確保で消費税UP。みたいな。 
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1.平成26年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応報告について 

１．はじめに 
 平成26年10月から平成27年６月末まで（以下「平成26年シーズン」という。）に報告されたインフ
ルエンザワクチン接種後の副反応報告の状況について紹介します。(以下略） 

２．インフルエンザワクチンの副反応報告状況（平成26年シーズン） 
 （１）副反応報告数・頻度 
 インフルエンザワクチン接種後の副反応報告数及び同ワクチンの医療機関納入数量から算出
した推定接種者数に基づく報告頻度などは以下のとおり。 
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1.平成26年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応報告について：続き 

（３）報告された副反応の内容 
 平成26年シーズンのインフルエンザワクチンの器官別大分類別副反応報告の内容は表４の右
欄のとおりです。平成25年シーズンの報告内容と比較して大きな変化はありませんでした。 
 また，接種後の死亡報告は16例報告され，その内15例の症例が専門家によって評価されまし
たが，いずれの症例においても，基礎疾患の悪化や他の要因による死亡の可能性が高いと考え
られ，ワクチン接種と死亡との直接的な明確な因果関係が認められないとされました。 
 ギラン・バレー症候群，急性散在性脳脊髄炎の可能性があるものとして報告された副反応症例
は24例ありましたが，このうち，専門家の評価も踏まえギラン・バレー症候群，急性散在性脳脊髄
炎と判断し，インフルエンザワクチンの接種と因果関係が否定できないとされた症例は，各々５例
でした。アナフィラキシーの可能性があるものとして報告された副反応症例は28例ありましたが，
このうち，ブライトン分類評価がレベル３以上でアナフィラキシーと評価された報告数は10例（うち
重篤６例）でした。なお，各社のロットごとの報告数については，アナフィラキシーが特定のロット
に集中しているということはありませんでした。 
 その他の副作用も含め，ワクチンの安全性に新たな懸念は認められないと平成27年11月に開
催された合同検討会で評価され，現時点では添付文書の改訂等の対応は必要なく，引き続き副
作用の報告状況及び報告内容に注視していくこととされました。 

３．今後の安全対策について 
 平成27年シーズンも引き続きアナフィラキシーの発生に際しては以下の点にご留意ください。 
① 接種後30分程度は，被接種者の状態を十分に観察すること② アナフィラキシーと思われる
症状が認められた場合には，適切な処置を行うこと③ 接種後に異常が認められた場合には，速
やかに医師に連絡し，診察を受けるよう被接種者・保護者の方に伝えること 
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2.抗インフルエンザウイルス薬の安全性について 

１．はじめに 
 オセルタミビルリン酸塩（タミフル），ザナミビル水和物（リレンザ），ペラミビル水和物（ラピアク
タ）及びラニナミビルオクタン酸エステル水和物（イナビル）（以下，「抗インフルエンザウイルス薬」
という）の投与後の異常行動の発現については，本年11月６日に開催された平成27年度第５回薬
事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において，新たに得られた情報も踏
まえ評価され，これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。これを踏
まえ，「抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について」（平成
27年11月18日付け薬生安発1118第１〜５号安全対策課長通知）を各製造販売業者に通知し，医
療関係者に対する注意喚起の徹底に努めるよう指示しているところです。 

２．異常行動等の報告状況 
 （１）インフルエンザ罹患に伴う異常行動の研究について 
 厚生労働科学研究費委託事業「インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動に関する研究」（研究
代表者 川崎市健康安全研究所 岡部信彦所長）による2014 ／ 2015シーズンの調査結果が報
告され，重度の異常な行動の発生状況は，従来の報告と概ね類似しており，抗インフルエンザウ
イルス薬の使用の有無，種類に関わらず発生していたことが確認されました。 
 ※当該報告は次のURL（厚生労働省ホームページ）で御覧いただけます。 
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-
Soumuka/0000103556.pdf 
 （２）死亡症例及び異常な行動の報告について 
 医薬品医療機器法に基づき医薬品医療機器総合機構に報告された2014 ／ 2015シーズンの抗
インフルエンザ薬の異常な行動及び死亡症例報告数は，表１のとおりで，昨シーズンと比べてほ
ぼ同様の結果でした。死亡症例は８例報告されましたが，いずれも情報不足等で因果関係は評
価できませんでした。 

３．おわりに（調査への御協力のお願い） 
  医療関係者におかれましては，インフルエンザ罹患時の異常行動等に対する注意をお願いし
ます。 
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28年度診療報酬改定の方向 

平成２８年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理（案）が出されました 

平成28年１月13日付ですね。従って、これからは「短冊作り」（一つ一つの点数をいくらにするか）
の作業をやるわけですから、（案）とありますが、決定事項でいいと思います。項目としては 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点 
Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点 
Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点 
Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点 

 見るだけで分かるのは、Ⅲには「点数が付きますよ」、Ⅳは「削りますよ」ということ。 
また、Ⅰは、現在話が進んでいる「地域医療構想」いわゆるベット３割削減（八代で1000床削る的
なアレです）の関連項目ですね。 

Ⅰ－１ 医療機能に応じた入院医療の評価について 
(1) 一般病棟用の「重症度、医療･看護必要度」について、手術直後の患者、救急搬送後の患者、
認知症･せん妄の患者等の急性期に密度の高い医療を必要とする状態が適切に評価されるよう、
項目、重症者の割合に関する基準等を見直す。 

 「適切な評価」なので、緩い部分は絞める的な雰囲気がアリアリですが、「密度が高い」ならば、
逆に「高い点数が付く」という書きぶりですよね。たぶん、救急の先生方や看護協会などでは、こ
のあたりの事前予測情報が出ているだろうと思われますがいかがでしょうか。 

(2) 一般病棟入院基本料の届出について、７対１入院基本料から 10 対１入院基本料へ転換する
際に、病棟群単位での届出により、雇用等の急激な変動を緩和する仕組みを設ける。 

 「７対１」は厳しそうな予感です。基本的に病棟単位では基本料を変えられないルールの中で、
「激変緩和」の意味（看護職一斉リストラを避ける）で、認めるという「安全装置」を作った感じです。
言うなれば、「下り階段」を一段ずつ降りる。皆が７：１から撤退したくなる方向性が見えます。 

(4) 特定集中治療室等における重症患者に対する評価を充実させるため、特定集中治療室用の
「重症度、医療・看護必要度」のＡ項目について評価を見直すとともに、特定集中治療室用及びハ
イケアユニット用の「重症度、医療・看護必要度」のＢ項目について、評価の簡素化を図るため、
一般病棟用の評価と統一する。 
(5)一定程度治療法の標準化した手術等を短期滞在手術等基本料３の対象とするとともに、診療
の実態を踏まえ、一部の手術等の評価の精緻化等を行う。 
(6) 総合入院体制加算について、総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、
以下のような見直しを行う。 
  ① 総合入院体制加算１について、化学療法の要件を見直すとともに、新たに急性期患者に対
する医療の提供密度に関する要件等を追加する。 
  ② 総合入院体制加算２について、一定程度の実績要件、認知症・精神疾患患者等の受入体
制に関する要件等を追加した上で評価を見直す。 
(12) 入院中の患者が、異なる診療科の疾患を有する場合にも診断・治療が円滑に行われるよう、
入院中の他医療機関受診時の減算について、特に診療科の少ない医療機関等に配慮した控除
率に緩和する。 

 このあたりも、救急の先生方や看護協会、医事団体などの事前予測情報にお任せします。 

Ⅰ－２ チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取組等を通じた医療従事者の負担
軽減・人材確保について 

 この章は、全体を通して、医師負担軽減の医師事務作業補助体制評価や、看護師・看護補助
者の体制、産休等への対応などにおいて、手厚い感じの言葉が並びます。 
 NSTへの歯科医師の評価など、歯科医師の項目が多いような印象も受けますね。 
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28年度診療報酬改定の方向 

 第一印象は「情報通信技術が進展したんだな～」という感じでしょうか。 

(6) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料について、医療機関の外にいる医師が、夜間等に迅速に
診療上の判断ができる体制が整備されている場合に、配置医師に関する要件の緩和を行う。 
(7) 画像診断管理加算について、医療機関の常勤医師が夜間休日に当該医療機関以外の場所
で読影した場合も、院内での読影に準じて取り扱う。 

 薬剤師ですので、院外薬局について書いておきますが、「かかりつけ薬剤師」という（薬局では
ない！）言葉が頻出。その基準は「患者のための薬局ビジョン」（厚生労働省作成）に依るのです
が、かなり厳しい内容ですので、基準調剤加算取得は困難で、包括（＝削減）、調剤にかかわる
「費用を理解できるよう」患者に「丁寧な情報提供」となってますから、凄く厳しいですね。 

Ⅰ－３ 地域包括ケアシステム推進のための取組の強化について 
(4) 患者本位の医薬分業の実現に向けて、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握して業務を
実施するかかりつけ薬剤師・薬局を以下のように評価する。 

① 患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・
継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行う業務を薬学管理料として評価する。 
② ①の評価に加え、地域包括診療料又は地域包括診療加算が算定される患者に対して
かかりつけ薬剤師が業務を行う場合は、調剤料、薬学管理料等に係る業務を包括的な点
数で評価することも可能とする。 
③ かかりつけ薬剤師が役割を発揮できる薬局の体制及び機能を評価するため、基準調
剤加算について、「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、在宅訪問の実施、開局時間、相
談時のプライバシーへの配慮等の要件を見直す。 
④ 患者が薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、かかりつけ薬剤師を持
つことの意義、利点等を含め、患者に対する丁寧な情報提供を推進する。 

 がん疼痛緩和の基準は、精神科医の常駐の上に研修も付いた感じです。外来化学療法は、さ
らに「推進」に評価される方向ですね。 

Ⅰ－３－２ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等による多職種連携の取組の強化等について 
(1) 特定集中治療室等の高度急性期医療を担う治療室において、薬剤関連業務を実施するため
に薬剤師を配置し、多職種の連携を推進している場合を評価する。 

 一方で、病院薬剤師に関しては、「評価する」という感じの書きぶりです。ちなみに当院では、
ICUにも担当薬剤師配置を行っています。（現状は病棟薬剤活動にマルメられた点数） 

Ⅰ－５ 医療保険制度改革法も踏まえた外来医療の機能分化について 
① 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等を改正し、特定機能病院及び一般病床 500 床
以上の地域医療支援病院については、現行の選定療養の枠組みにおいて、定額の徴収を責務
とする。 

Ⅱ－２ 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した医療連携や医療に関するデータの収集・利活用の推進に
ついて 
(1) 現在、署名・捺印した上で文書によって提供することが求められている診療情報提供書等に
ついて、電子的に署名を行い、安全性を確保した上で電子的に送受することを可能とする。また、
診療情報提供書と併せて検査結果・画像情報等を電子的に送受・共有する場合及び電子的に共
有された検査結果・画像情報を活用した場合について評価する 

 同時に「情報セキュリティーのマニュアル」が付いてきそうですが、「点数が付く」感じです。 

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点 
Ⅲ－１ 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について 
(4) がん性疼痛緩和指導管理料について、がん診療に関わる全ての医師が緩和ケアに係る研修
を受けることを要件とする。 
(5) 外来化学療法を更に推進する観点から、外来化学療法加算の評価を見直す。 
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28年度診療報酬改定の方向 

 このあたりは、医事課的なテクニカルな部分を含むので、私には良く分かりませんが、調査の簡
素化や請求の簡素化という言葉がありますので、負担軽減になればいいなと思います。 

Ⅲ－２ 「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者への適切な医療の評価について 
(1) 身体疾患により入院した認知症患者に対する病棟の対応力及びケアの質の向上を図るため、
病棟での取組及び多職種チームによる介入を評価する。 

 ここまでの項目は、何やら具体性がありましたが、これはポワンとした感じですね。 

Ⅲ－７ かかりつけ薬剤師・薬局による薬学管理や在宅医療等への貢献度による評価・適正化に
ついて 

Ⅲ－８ 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションや医療技術の適切な評価について 
(4) 画像診断の適切な評価を行うため、以下のような見直しを行う。 

① 64 列以上のマルチスライス型ＣＴ及び３テスラ以上のＭＲＩについて評価を充実すると
ともに、適正かつ効率的な利用を促進する観点から、新たに多施設で共同して利用するこ
とを評価する。 

(8) 手術等の医療技術について、以下のような見直しを行う。 
② 外科的手術の適正な評価を行うため、外保連試案の評価を参考に、診療報酬におけ
る手術の相対的な評価をより精緻化する。 

 高度、最先端は評価するという方向性のようです。 

Ⅲ－９ ＤＰＣに基づく急性期医療の適切な評価について 

Ⅲ－５ 小児医療、周産期医療の充実、高齢者の増加を踏まえた救急医療の充実について 
(6) 高齢化等により増加する救急患者の受入体制を充実するため、以下の評価を行う。 

① 夜間休日における再診後の緊急入院を評価する。 
② 二次救急医療機関における夜間休日の救急患者の受け入れの評価を充実する。 

(7) 救急医療管理加算２の対象となる状態のうち、脳梗塞で t-PA 等の実施が必要な状態及び狭
心症等で緊急に冠動脈の検査・治療が必要な状態を救急医療管理加算１の対象に加える等、加
算１の評価をより充実するよう見直す。 

 このあたりは、当院にとって有利に働きそうな項目と思いましたが、いかがでしょうか。 

 院外の薬剤師の項目です。「かかりつけ薬剤師」を点数化しますが、ハードルは高い。かかりつ
けになれなければ削減という感じです。記述内容が多いので割愛しますが、薬歴管理は２回目来
局から点数を下げる、疑義照会で薬が減った場合のみ成功報酬的に評価、残薬削減に関しても
同じ、一包化加算や調剤料を「見直す（削減方向で）」などです。内容的に総括すれば、項目を見
て一目瞭然、在宅等の貢献度は「評価」して、それ以外は「適正化（削減）」です。  

Ⅳ－１ 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評価の仕組みの検討について 

 とにかく、全部後発品という方向性が年々強まる感じで、後発品に変えれば評価、変えないなら
「罰則」という雰囲気。少なくとも「変更不可」は「理由を書かなければならない」になります。 

Ⅳ－６ 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価について（要注意！） 
(5) 一度に多量に処方される湿布薬が一定程度あり、その状況が地域によって様々であることを
踏まえ、残薬削減等の保険給付適正化の観点から、以下のような見直しを行う。 
① 一定枚数を超えて湿布薬を処方する場合には、原則として処方せん料、処方料、調剤料、調
剤技術基本料及び薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判
断し、やむを得ず一度に一定枚数以上投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明
細書に記載することとする。② 湿布薬の処方時は、処方せんや診療報酬明細書に、投薬全量の
ほか、具体的な用量等を記載することとする。 

 湿布は一定量を超えて出す行為は「タダで差し上げるのなら認める」ということです。湿布の薬
価削除（病院で出せない）も睨みながらの、本来の意味での「適正化」ですから注意して下さい。 
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 人間が２人寄れば「文化・風土」が生まれます。「家風」なん
て、そういうもの。各家では「家風」に従って物事が解決される
でしょ。だから、職場の「社風」なども含めて、様々な問題は、
その土地の「文化・風習」に大きく影響を受けます。 
 中間管理職って、それを気にする職業なので、入社すぐから
八代について、ネット上でブラブラ探るのは大切。 

 妙見宮から南を地図で下がっていくと「懐良親王御陵」なんて場所を
見つけました。 聞けば、八代の人は、小学生の遠足で行く場所だそう
な。来たばかりの余所者はびっくりしますよ。ありえんレベル。 

 前回は、大陸貿易港「徳渕津」を起点に栄えた八代は、福岡と並
ぶほどの大勢力、南北朝時代からの重要拠点。近代では大規模
干拓と移民の町でしたね。「北の守り神である「玄武」＝亀蛇が、
八代の東に居るのか？という疑問は解決しませんでした。 
 右上の図は再掲ですが、玄武って「北・冬」の守り神。なので、大
陸からも、八代の中心部からも、東にある「妙見さん」では、場所
的に合わないなぁと。つまり、妙見さんの南に、何か文化的重要な
ものがあるのでは？と「仮説」を立て、探り始めたのでけど。 

 調べてみると、八代は意外と「深い」 

 懐良親王御陵って… 

超エライ人じゃん！ 

 懐良親王って、南北朝時代を開いた後醍醐天皇の皇子さんで、南朝
方として幕府側と戦い、九州を平定した、当時の大ヒーローですよね。
当時の中国の「明」の国から、日本の国王に任ぜられたり…とにかく教
科書に載ってる超エライ人。そんな偉い人の御陵が、県民にほとんど
知られることなく、ひっそりとあるというのは…なんかかわいそうな。 
 調べてみると、城跡にある八代宮の御祭神は懐良親王なんですね。 

 なるほど、だから前回の話がつながりました。名和家の１４代当主（１２代は名和長年：楠木正成と並ぶ
南北朝の有名人）が地頭で赴任するほど、発展した町だったわけですね。八代は。 しかし、懐良親王は
鎌倉時代～南北朝の方ですから、妙見宮の建立795年（794（なくよ）ウグイス平安京の翌年）には時代が
全く合いませんね。ということで、妙見宮の南には、玄武が守るべき「何か」は、全く見当たらないですね…。 

 考えてみれば「妙見信仰」ですね。古語の「妙」は「不思議なほど優れている」的な
意味。つまり妙見＝「不思議なほど見通せる」です。天文や星占いの世界では、天
空にあって、位置が動かない（ブレない）北極星は、宇宙の中心。そこから何でも見
通せるということで北極星信仰が生まれ、そこから仏教の神様になったのが「妙見」
菩薩様ですよね。だから、妙見さんは、描かれたり像として作られる際には、北の
守り神である「玄武」に乗ってたりするわけです。要するに、北極星→北の方角の守
り神→玄武的な。妙見さんの家紋が九曜紋というのも「星を従える」意味。真ん中
のでっかい星と、それを取り巻く小さい星の図案化。だから「亀蛇」なんだな。 
 とりあえず、亀蛇（ガメ）の謎は解けました。しかし、平安京の時代に、日本三大妙
見が作られるほど発達してた！ということ。南北朝が起点じゃ無く、八代はもっと古
い時代に繁栄していたと言えるのでは。探せば、何か痕跡があるのでは… 

「仮説」（南に何か存在する）が間違ってるんだろうな 

妙見宮の家紋 
「九曜」 

  その前に、ここまでを中間管理職的にまとめると、八代の文化風土の中に必ず「歴史・伝統」を重要視
する方々は少なくないはず。南北朝時代に幕府と戦ってた人々なので、反骨精神も強いのでは。（現在の
熊本市には加藤清正までは明確な領主は居なかったので）肥後の「もっこす」的精神文化は八代が起点
かもですね。近代では明治以降の干拓ラッシュで新天地を目指す移民＝革新的な精神が文化風土に流
れ込んで、「伝統と革新の折り合い」が、現代八代の些細な～大きな問題の基礎にあるかも。 

…で、さらに八代地図の南側に「百済来」！…深いなぁ、八代。古事記まで遡りそう。 


