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この２0～30年、これからの20～30年 
 近年、県内高校生や新卒薬剤師の集団に向かって何やら偉そうに話す機会が増えました。しかしながら、
世の中の進展が早いので、正直、「年長者の今の職業観」を聞かせても…と思うのです。 
 だって、今の若者が私と同じ年になった頃は、今の職業が、今の形であるハズが無いですから。 

【平成元年（1989年）くらいの世の中を思い出してみる】 
 さて、今から20～30年前の平成元年前後。私が薬剤師になった頃。世間では「カセット
テープ」から「CD」への転換期。カセットテープには「クローム」「メタル」などの品質があった
り、カセットの「オートリバース機能」などを知っているのは、今の50代付近。ディスコ（熊本
マハラジャやら、シティークラブやら）が存在し、サンピアンプールでは客寄せのために数
千万円のポルシェやランボルギーニの展示会。ひのくにランドに遊びに行き、センタープラ
ザの泉の広場で待ち合わせ。バブル臭が残っている時代。 

 しかし、1995年くらいに「インターネットエクスプローラー」が出ると、一般の人が「ネット」
を使えるようになり、個人や商店のホームページが乱立しはじめ、それらが「ライブドア」や
「楽天」などに統合され、今の形になっていきます。言い換えれば、20年前には影も形も 

存在しなかった「携帯電話」や「ネット」が、今では社会の主流。10年前には存在しなかったSUICAやスマ
ホが今は常識。私の就職する頃には、コンピューターエンジニア的な学校は出来たばかりだったのに、今
では、ネット企業の楽天やDeNAがプロ野球を持つほどの大企業になり、SEは各会社に複数人存在し、宅
配のトラックが走り回り、携帯ショップが街中にあり、TVのCMなのに「詳しくはネットで」という時代。様々な
モノや会社が消滅し、一方で新たなアイテムや産業が興り、社会が入れ替わってしまいました。 
 つまり「ネット」という技術一つで、何もかもが変化したわけです。技術の変化とは、そういうもの。 

【インターネットから始まった地殻変動的社会大変革】 
 私の入社当時に話題だったのは、マッキントッシュパソコン。今のマックの一番最初
のタイプ。世の中では、パソコンはまだまだ「業務用」。薬剤部でも、パソコンは錠剤自
動分包機の操作専門機で、５インチフロッピーで動かしてた時代。そんな中、このマッ
キントシュパソコンは、「一人一台」的な遊び心の斬新さに、まさに驚愕でした。 

 薬剤師的な話をすれば、平成元年当時は、調剤薬局なんて、ほとんど見たこと
は無かったと思います。今では全国で5万8千軒。（コンビニは4万9千軒）。リポビタ
ンDを買いに行く「近所の薬局」は、今や消滅し、コスモスなどの大手チェーンに変
身。しかも主に働いているのは「登録販売者」。近年できた薬の販売資格です。実
際上、薬剤師の活躍場所ではなくなりました。薬剤師の働く場所や働き方は、30
年前に全く想像できないレベルで、そりゃもう大激変しました。 

【治療法も大変化するはず。テムセルHSの登場】 
 先日、薬価関連の会議に出席した際に、目の前に出て
きたのが「テムセルHS」。再生医療の「薬」（？）です。成分
名は「ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞」です。成分名が
「細胞」ですよ！効能は「造血幹細胞移植後の急性移植
片対宿主病」で、用法は「通常、体重1 kg当たりヒト間葉系
幹細胞として1回2×106個を…」と書いてあります。薬剤師
が細胞を数える時代になるのかなぁ。 
 これらが今後の治療法の主流でしょう。30年後は、医師
も看護師も薬剤師も、「今とは全く違う発想の世界」になっ
ているかもしれませんね。 

 さて、今までの３０年の栄枯盛衰を見るに、これからの３０年も、現在未知なるものが主流に
なるでしょう。若い人は、「頑固さ」より「変化への対応力」を付けて欲しいと思います。 
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レミニール錠・ＯＤ錠・内用液 

ガランタミン臭化水素酸塩 

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 

「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、観察を十分に行い、筋肉痛、脱力感、CK
（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等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。」 

酸化マグネシウム（カマグ、マグミット） ２３４ 制酸剤 

２３５ 下剤、浣腸剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］追
記 
［重要な基本的
注意］一部改訂 
 
 
 
 
 
 
［高齢者への投
与］ 一部改訂 

「高齢者」 

 

「本剤の投与により、高マグネシウム血症があらわれることがある。特に、便秘症の患者
では、腎機能が正常な場合や通常用量以下の投与であっても、重篤な転帰をたどる例が
報告されているので、以下の点に留意すること。 

（1）必要最小限の使用にとどめること。 

（2）長期投与又は高齢者へ投与する場合には定期的に血清マグネシウム濃度を測定す
るなど特に注意すること。 

（3）嘔吐、徐脈、筋力低下、傾眠等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、直ちに
受診するよう患者に指導すること。」 

「高齢者では、高マグネシウム血症を起こし、重篤な転帰をたどる例が報告されているの
で、投与量を減量するとともに定期的に血清マグネシウム濃度を測定するなど観察を十
分に行い、慎重に投与すること。」 

基本的に当院使用品のみ抜粋 

アボルブカプセル 

デュタステリド 

２４９ その他のホルモン剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
新設 

「肝機能障害、黄疸： 

AST（GOT）、ALT（GPT）、ビリルビンの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれること
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。」 

ロセフィン静注用 

セフトリアキソンナトリウム水和物 

６１３ 主としてグラム陽性・陰性菌に作
用するもの 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
一部改訂 

「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）、急性汎発性発疹性膿疱症： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれるこ
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。」 
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基本的に当院使用品のみ抜粋 

スンベプラカプセル・ダクルインザ錠 

 アスナプレビル・ダクラタスビル塩酸塩 

６２５ 抗ウイルス剤 

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： 

間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常（捻髪音）
等が認められた場合には、胸部Ｘ線、胸部 CT、血清マーカー等の検査を実施すること。
間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

1.酵素電極法を用いた血糖測定器等の使用について 

１．はじめに 
 グルコース分析装置や血液検査用グルコースキット等の血糖測定を行う医療機器又は体外診
断用医薬品（以下「血糖測定器等」という。）について，厚生労働省は，これまでにプラリドキシム
ヨウ化メチル（PAM・I）投与中の患者における血糖測定時の偽高値について，使用上の注意の
改訂の指示を行い，注意喚起を行ってきたところです。 
今般，測定原理として酵素電極法を用いた血糖測定器等においては，血中のヨウ素イオン濃度
の影響を受けるという知見が得られたことと，患者の皮膚に残留したヨウ素系消毒剤が採血中
に混入したことによって偽高値となったと推察された症例について報告があったことから，採血
方法等の注意喚起を行うため，使用上の注意の改訂を行いました。 

２．血糖測定器等について 
 血糖値の測定は，血糖測定試薬である血液検査用グルコースキット，又は自己検査用グル
コースキットと，血糖測定器である自己検査用グルコース測定器，グルコース分析装置，又は自
動分析装置等を組み合わせて行われます。そして，その測定原理は酵素電極法と酵素比色法
に大別されます。 

３．今般判明した事例等について 

 PAM・Iを添加した血液検体を，酵素電極法を用いた血糖測定器でグルコースを測定した場合，
その測定値はPAM・Iの濃度に依存した増加が認められたとの研究結果報告がありました。また，
ヨウ化カリウム（KI）を添加した場合でも同様の結果でした。一方，プラリドキシム塩化メチル
（PAM・Cl）あるいは塩化カリウム（KCl）ではその影響を認めませんでした。 
 なお，酵素比色法を用いた分析装置においては，PAM塩が測定に活用する波長域において影
響を及ぼすことから，PAM・IやPAM・Clを添加した場合は測定値の変動が確認されたものの，KI
やKClを添加した場合には影響は確認されませんでした。 
 以上より，酵素電極法を用いた血糖測定器での結果は，ヨウ素イオンの影響をうける可能性
があると考察されました。 
 また，患者の血糖について，酵素電極法を用いた血糖測定器で測定した値に偽高値が認めら
れたとの不具合報告が報告（平成25年12月）され，原因は患者の皮膚に残留したヨウ素系消毒
剤が採血中に混入したことによるものと推察されました。なお，調査の結果，熱傷患者における
ヨウ素系消毒剤の使用による血中ヨウ素濃度の上昇が過去に報告されています。 
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1.酵素電極法を用いた血糖測定器等の使用について：つづき 

＜改訂指示内容＞ 

① 酵素電極法を用いたグルコース分析装置，自己検査用グルコース測定器については，
添付文書の【使用上の注意】の［重要な基本的注意］の項に以下の内容を追記すること 

  ヨウ素を含む外用薬を使用した部位からの採血は避けること。［偽高値となるおそ
れがある］ 

② 酵素電極法を用いた血糖測定を行う自動分析装置等については，添付文書の【使用
上の注意】の［重要な基本的注意］の項に以下の内容を追記すること 

  血糖測定を行う場合，ヨウ素を含む外用薬を使用した部位からの採血は避けること。
［偽高値となるおそれがある］ 

③ 酵素電極法を用いた血糖測定用の体外診断用医薬品について，添付文書の［操作上
の注意］の項に妨害物質として以下の内容を追記すること 

  測定する検体にヨウ化物イオンを遊離するような物質が存在している場合には，偽
高値となる可能性がある。 

４．医療関係者へのお願い 
 血糖値の測定は，血糖測定試薬である血液検査用グルコースキット，又は自己検査用グル
コースキットと，血糖測定器である自己検査用グルコース測定器，グルコース分析装置，又は自
動分析装置等を組み合わせて行われます。そして，その測定原理は酵素電極法と酵素比色法
に大別されます。 

2.医療事故の再発・類似事例に係る注意喚起について 

1．はじめに （省略）PMDAが注意喚起しているのに再発。もう一回言うからな！という挨拶。 

２．主な再発事例について 
 （１）PTP包装シートの誤飲について 
 〇発生した事例 
 内服薬について，高齢患者がPTP包装シートのまま誤飲してしまった。 
背景要因は，当該患者は，本来なら見守りでの服用管理が望ましい対象であったにも関わらず，
繁忙を理由に管理を怠ってしまったことによる。 
 〇発生した施設における再発防止策 
 服用の自己管理が困難と予想される高齢患者に対しては，服用薬の一包化や，見守りによる
管理を徹底するといった改善策を講じた。 

【再発防止のための対策： PTP包装シートの誤飲】 
① PTP包装シートには誤飲防止のため，１つずつに切り離せないよう，あえて横又は縦の一方
向のみにミシン目が入っていることから，調剤・与薬時等に不必要にハサミなどで１つずつに切り
離さないよう留意すること。 
② 患者及び家族等に，可能な限り１つずつに切り離さずに保管し，服薬時にはPTP包装シート
から薬剤を押し出して薬剤のみを服用するよう，必要に応じて指導すること。特に，調剤・与薬時
に薬剤数に端数が生じ，やむを得ず，１つに切り離して調剤・与薬を行う場合には，PTP包装シー
トの誤飲がないよう，十分指導すること。また，高齢者，誤飲の可能性のある患者及び自ら医薬
品の管理が困難と思われる患者に対しては，家族等介護者に対して注意喚起（内服時の見守り
等）を行うこと。 
③ 高齢者，誤飲の可能性のある患者及び自ら医薬品の管理が困難と思われる患者については，
必要に応じて一包化による処方を検討すること。なお，薬局においても一包化による調剤の対象
となるかどうかを検討し，必要に応じて処方医に照会の上，一包化による調剤を実施すること。 
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2.医療事故の再発・類似事例に係る注意喚起について：つづき 

（２）インスリン投与単位間違いについて 
 〇発生した事例 
 輸液（10％ブドウ糖液）にインスリン注射液を10単位混注すべきところ，100単位を混注した。 
背景要因は，担当者がインスリン注射液の瓶のラベルにある「1000単位・10mL」の記載を見たと
ころ，１mLが10単位に該当すると勘違いしたことによる。なお，当該施設ではインスリン注射器を
各病棟に定数配置していたものの，本事例においては，当該注射器を使用していなかった。 
 〇発生した施設における再発防止策 
 単位換算の知識や，専用注射器を使用すべきこと等，インスリン製剤に関する研修の実施や，
確認ルールの再周知といった改善策を講じた。 

【再発防止のための対策： インスリン投与単位間違い】 
①インスリンの単位換算を誤っていないか確認すること。 
（インスリン注射液は，１mLが100単位となっていることを十分に周知） 
（準備の際，インスリンの指示単位が何mLに相当するか必ず確認） 
②インスリン注射器と他の注射器を取り違えないよう注意すること。 
（インスリン注射器には，必ず「単位」又は「UNITS」の表示があるが，ツベルクリン用の注射器や
一般の汎用注射器では，「単位」又は「UNITS」の表示はない。） 
③インスリン注射器の種類（サイズ）を確認すること。 
（インスリン注射器には，単位の異なる複数の種類があるため，複数種類を取扱っている場合は，
取り違えを起こさないよう採用種類の見直しを行う。） 
※薬剤部注）当院は注射器１種＆患者自己注射は無い。 

（３）その他の再発・類似事例 
①散剤の製剤総量と有効成分の量の処方間違い。 
 →処方箋への散剤の記載方法について，薬名は製剤名で，分量は製剤量を記載することを基
本とし，例外的に分量を原薬量で記載した場合は，必ず【原薬量】と明示する。 
②カリウム製剤の投与方法間違い（誤ってワンショット静注） 
 →カリウム製剤は，特に安全管理が必要な医薬品（心停止等に注意が必要な医薬品）である
ことを認識し，必ず投与前に薬剤のラベルや投与方法を再確認する。 
③立位でグリセリン浣腸を行ったことによる直腸損傷 
 →浣腸時の体位は，できるだけ左側臥位で行う。（立位では，お腹に圧力がかかり，直腸前壁
の角度が鋭角になるため，チューブの先端が直腸前壁にあたりやすく，穿孔する危険性がある） 
④MRI 検査時の金属吸着 
 →MRI 検査室に入室する前には，磁性体金属がないか，必ず確認すること。（常に強力な磁
場があり，磁性体金属の持ち込みは厳禁） 
⑤電気メス先端部等の発熱による熱傷 
 →電気メスやレーザーの先端部をドレープの上に直接置かないことが原則。手術時の状況に
よっては，ホルスターやシリコンマットなどの使用も有効。 
⑥経鼻栄養チューブの誤挿入 
 →チューブを挿入したら，複数の方法で留置位置を確認することが望ましい。（気泡音だけで
は，チューブの位置を正確に確認することが困難な場合がある） 
⑦チューブ・ラインの抜去 
 →患者の体位変換や，移動させる際は，ライン等が引っかからないかよく観察し，あらかじめ
点滴台やドレーンバッグなどを移動しておく必要がないか確認すること。 
⑧長期留置及び物理的負荷による皮下用カテーテルの断裂 
 →長期留置に伴う断裂等のリスクに注意する。また，鎖骨下静脈へ皮下用カテーテルを留置
する場合，第一肋骨と鎖骨の間にカテーテルが挟まれないようにすること。 
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 中間管理職って「雑多な」問題への対処が多いし、雑多な
問題や解決法は、時々「普通に考えると」辻褄が合わないん
です。つまりは「その土地の文化風土」がポイントだったりし
ます。なので、転勤・転職の際は、院内や土地の文化風土の
独特なところ＝「違和感」を調べます。調べると言ったって、
「違和感」の元を、ネット上でブラブラと探る感じ。ブラタモリ
は実際に町を歩きますが、私はネットをブラブラ。 

【２．地名を考えると、ますます漁村ではありえない…貿易商人の町？】 
 中心地の町名の由緒正しさを考える際には、支配者を考えますが、顔ぶれが凄いですね。平安時代に
は平清盛が日宋貿易を重視して所領にしていたとか、鎌倉では北条氏の所領だったとか。さらに1300年
代に、南北朝の有名人である「名和氏」（南朝方）が地頭職として着任。そこで古麓城（ふるもとじょう）を建
て、高度な文化・文明を根付かせたと思われます。一連の発展の中心は、徳渕津（現在の前川橋「河童伝
来の碑（右下写真）」のあたりで、「大陸との貿易港」として大繁栄させていたという記述があります。 

 大陸的な姿のガメ（亀蛇）や河童渡来伝説が残っているの
も当然かもしれません。 
 しかし、疑問が出てきます。何故、ガメ？亀蛇は中国の玄
武が起源のハズで、それは四神の中の「北方の守り神」で
すね。つまり、八代の本来の中心は、亀蛇の居る妙見宮の
南側にあるのかな？何か別の理由があるのかな？ 
 まあ、中間管理職の悩みは尽きないわけで、またそのうち
にネット上をブラブラ調べてみます。 

【八代の違和感】 
 1：地図を見れば八代＝海のそば。毎晩、地魚で一杯やれそうで
すが、来てみれば海岸に海の家的なものも、民宿も、海産物屋も
見当たらない。一番、奇妙（肩透かし）に感じるところでしたね。 
 2：中心部は「塩屋」「黄金」「錦」「大手」など、城下町的雰囲気の
地名や「植柳」「鼠蔵」「栴檀」など、なんだか由緒正しそうな町名
がある一方、海岸側は郡築１番など、かなりテキトーな感じ。 

 3：祭りには「亀蛇」が居たり、河童、九千坊伝説など、「大陸文化系」ですね。外海でもないのに。 

【１．海の幸の雰囲気を全く感じない件】 
 海岸の感じがする地名を探してみると、「松浜軒」「古閑浜」「鏡町塩浜」。これを繋ぐラインが古い海岸線
なんでしょうけど、郡築とは距離がありますね。その間に挟まる「新地」「新開」「新浜」「沖町」みたいなライ
ンが、古い埋立地。「高島」は昔からの島。郡築や昭和、金剛が近年の埋立地ですかね。 
 では、「古い」と「新しい」埋立地の時代背景を調べると、松浜軒のHPでは、元禄時代（1700年代）の浜の
茶屋とあるので、古い埋立地と言っても江戸以降。郡築は明治37年とありますし、金剛干拓は戦後。 
 結局、地図で見る八代の2/3程度は、そもそも海。住民の多数は１～３世代しか住んでいない。 
 また、干拓地＝移民＝農耕という構図らしく、従って海の近くなのに漁村的雰囲気が無い筈ですね。 
 また、干拓地の問題は全国共通で、「新天地」という政府の甘い囁きと、現実とのギャップ。それを乗り越
える歴史。政治的な背景や浅い世代も含め、多くの諸々事が、ここに根差していると思われます。 

 以後、豊臣秀吉の島津討伐後は、豊臣家の直轄地…などと続き、
かなり文化の薫り高い、凄い貿易港だったんじゃ…。 
 当時の八代居住者が５万人。肥後国中で最も栄えた場所らしいで
す。郡築などの埋立地は存在してませんから、竜峰山の麓の狭い土
地に、船がいっぱい来て、商人などが行き来して、今の本町あたり
は凄い賑わいだったと想像できます。その後も、徳渕津の繁栄は、
続いたようですね。 
 でも、貿易の特産品って何だったんだろ？今も何かあるのかな？ 

【３．大陸文化系との繋がりは分かりましたが…なぜ「ガメ」？】 
 近年でも秀吉でさえ直轄にしたいくらい大陸との貿易で大繁栄していたわけで、古麓
城、麦島城、松江城は港の発展を中心に建てられるくらいの町。 


