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モバイルファーマシー 

 業界の新聞に紹介されているモバイルファーマシー。益城町に来た大臣方が視察されたり、
南阿蘇では、天皇陛下がお帰りのバスをお止めになられ、ご覧になられた由。 

 右の写真は、記事の大分
県薬剤師会のモバイル。 
 前震後すぐに派遣していた
だいて、その結果、本震に
遭ってしまい、一部損傷して
しまいました。 
 熊本には、その他に、広島、
和歌山のモバイルが展開し、
災害地の救護所に隣接する
形で、薬の調剤・供給拠点と
して大活躍でありました。
キャンピングカーを改造して
造られ、調剤棚、分包機、冷
蔵庫が設置され、寝所、トイ
レ、シャワー、空調も完備。
ガソリン発電機とソーラー発
電も備えてます。 

 通常、薬剤拠点は屋外テントなどに
設置されますが、雨の侵入で薬がダメ
になったり、盗難被害を受けるなど、い
ろいろと問題がありました。モバイルは
多くの問題点を解決してくれます。 
 左は、私が益城町で活動した際の日
赤チーム、JMATとの会議風景、モバイ
ル前。大きな屋根も付いていて、こうい
うスペースも持てます。 
 今は、全国に４台しか無いそうですが、
今回の活躍を受けて、設置しようという
動きがあります。各県に整備してもい
いんじゃないかな、と思いますね。 
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イーケプラ 

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 

「急性腎不全： 

急性腎不全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。」 

オーラップ錠・細粒 

 ピモジド 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］ 一部改
訂 「 

「閉塞隅角緑内障： 

急激な眼圧上昇を伴う閉塞隅角緑内障を起こすことがあるので、霧視、眼痛、充血、頭
痛、嘔気等が認められた場合には、投与を中止し、直ちに適切な処置を行うこと。」 

ビスホスホネート系全般 

（ゾメタ、アクトネルなど） 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

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 

「ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発現したとの報
告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現した症例も認められること
から、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合には、耳鼻咽喉科を受診するよう指導す
ること。」 

「外耳道骨壊死： 

外耳道骨壊死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。」 

肝炎ウイルスに対する内服薬剤全般 

（ハーボニー、ソバルディ、ダクルインザ錠、スンベプラ、テラビッ
ク、ヴィキラックス、ソブリアード、バニヘップ） 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］ 
 
［重要な基本的
注意］ 追記 

「Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者」 

 

「Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者（HBs抗原陰性、かつHBc抗体又は HBs 
抗体陽性）において、Ｃ型肝炎直接型抗ウイルス薬を投与開始後、Ｃ型肝炎ウイルス量
が低下する一方Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化が報告されている。本剤投与に先立って、
Ｂ型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感
染者に本剤を投与する場合は、HBVDNA量等のＢ型肝炎ウイルスマーカーのモニタリン
グを行うなど、Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。」 



3 

1. 「PMDAメディナビ」と「マイ医薬品集作成サービス」の活用について 

１．はじめに  
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）では，医薬品・医療機器等の安全性に関す
る重要な情報が発出された際に電子メールでおしらせする無料サービス「PMDAメディナビ（医薬
品医療機器情報配信サービス）」を提供しています。 
 厚生労働省では，「厚生労働省緊急安全性情報」をはじめとした医薬品，医療機器等の安全
性上の重要な情報についてPMDAメディナビを通じて医療関係者の皆様に提供することとしてい
ます。また，平成28年度診療報酬改定において，PMDAメディナビの登録が調剤報酬の基準調
剤加算の算定要件となり，医薬品情報収集の必須のツールとして位置づけられています。 

２．PMDAメディナビ及びマイ医薬品集作成サービスの機能の充実について  
  PMDAでは，平成28年３月末に，PMDAメディナビ及び追加機能であるマイ医薬品集作成
サービスについて利便性の向上のための機能の充実を図りました。より使いやすくなったPMDA
メディナビ及びマイ医薬品集作成サービスについてご紹介いたします。 

 ＜PMDAメディナビの主な変更機能＞ 
① より視覚的にわかりやすいHTML形式のメールを受信できるようになりました。 
  （配信項目ごとに順次開始） 
② 医薬品，医療機器等の回収情報クラスⅡの配信を開始いたしました。 
③ 以下の事項など，配信項目の設定画面を使いやすく改善しました。 

 ・「医療用医薬品関連の項目」や「医療機器関連の項目」など製品分類毎に受け取
る情報を選択することができるようになりました。 

 ・日本臨床工学技士会及び日本看護協会が推奨する配信項目をマーク表示し，職種
に応じた配信項目が選択しやすくなりました。 
④ メールアドレスの変更ができるようになりました。 

⑤ その他，以下に掲げる特に重要な情報については，配信項目の選択の有無にかか
わらず，PMDAメディナビに登録しているすべての方に配信することとしました。 
 ・緊急安全性情報（イエローレター） 
 ・安全性速報（ブルーレター） 
 ・使用上の注意の改訂を指示する厚生労働省通知 
 ・医療機器の自主点検を求める厚生労働省通知 
 ・医薬品の適正使用に関するお知らせ 
 ・その他重要なお知らせ（ホームページメンテナンス時のお知らせ等） 

 マイ医薬品集作成サービスは，PMDAメディナビにご登録いただいている方が利用できる追加
機能です。医薬品を登録しておくと，常に添付文書情報等の最新情報を一覧で管理することが
でき，専用の医薬品集として活用できます。例えば，レセプトコンピュータから取扱い医薬品の薬
価基準収載コード一覧をCSV形式で出力し，それをマイ医薬品集作成サービスの取込み機能を
使って取り込めば，取扱い医薬品についての医薬品集が簡単に作成できます。なお，マイ医薬
品集作成サービスのご利用にあたっては，PMDAメディナビとは別に登録が必要です。 

３．PMDAメディナビの安全対策への活用のお願い 
  PMDAメディナビは，安全性情報が発出されると同時に配信され，重要な情報を迅速かつ確
実に入手いただくための重要なツールです。（中略）迅速で網羅的な医薬品・医療機器等の安全
性情報の収集にPMDAメディナビを活用ください。 
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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 

１．はじめに  
  厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）は，公益財
団法人日本医療機能評価機構（以下「評価機構」という。）が実施している医療事故情報収集等
事業及び薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業により収集された医療事故情報，ヒヤリ・ハット
事例を分析しており，医薬品・医療機器に関連する医療事故防止対策に係る通知の発出や
「PMDA医療安全情報」を作成し，注意喚起等に努めているところです。 
 しかしながら，平成27年１月１日〜平成27年６月30日に評価機構に報告された事例を分析した
結果，既に通知，「PMDA医療安全情報」等により注意喚起等されている事例の発生が確認され
ました。 
 そのため，再発が確認された事例を紹介するとともに，特に「カリウム製剤の投与方法間違い」，
「メトトレキサート製剤（抗リウマチ剤）の服用方法間違い」の詳細を紹介します。 

２．主な再発・類似事例について 
 （１）カリウム製剤の投与方法間違い 

〇発生した事例 
 側管からシリンジポンプを用いてカリウム製剤の原液投与を行ってしまった。（幸
いにも，本件では患者への障害はなかったとの報告であった。） 
 背景には，医師からの投与方法に関する指示表現が統一されていなかったこと
や，投与指示を受けた看護師も，カリウム製剤を原液でのワンショット静注が禁止
であることは知っていたものの，側管から注入することはメインの輸液と混ざるた
め希釈したことになると誤解していたことが挙げられた。 

 〇発生した施設における再発防止策 
 カリウム製剤を使用する際の注意事項について，文書を各部署に配布し注意喚
起を促した。また，希釈濃度等の注意事項や投与方法を統一して周知した。 

３．医療関係者にお願いしたいこと 
 今回，それぞれの再発事案に対し，これまでに発出した再発防止のための対策及び※参考と
なる通知等をお示ししました。今一度施設内での管理体制等を再確認いただくとともに患者家族
等への指導を行う上での参考にしてください。 

 （２）メトトレキサート製剤（抗リウマチ剤）の服用方法間違い 
〇発生した事例 

  入院中の患者が持参薬であるメトトレキサート製剤を連日服用した。患者は，
その後に肝機能悪化と白血球減少をきたし，集中治療を行うこととなった。 
 背景には，この製剤の服用方法について関係者の理解不足があった他，持参
薬を含めた用法用量の情報共有が上手く機能していなかったことに加え，包装
シートの服用日の記載欄を活用していなかったことが挙げられた。 

〇発生した施設における再発防止策 
 メトトレキサート製剤について学習会を開催し，休薬期間（薬を飲まない期間）が
必要な，特殊な服用方法であることを院内周知した他，薬剤の包装シートを活用
し，服薬する日を記載することとした。 
 また，持参薬の指示書が紙運用であったが，院内処方と同様，電子カルテに表
示されるようにするなど，システムを見なおした。 

※薬剤部注）参考となる通知等は、当院ではその都度回覧済み 
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【新規仮採用薬】 

ハイスコ皮下注0.5mg（スコポラミン：杏林）61円  

【効】麻酔の前投薬、特発性及び脳炎後パーキンソニズム 

【用】通常成人1回0.25～0.5mgを皮下注射。適宜減量。 

【備】緩和ケアにおける気道分泌低減（死前喘鳴） 
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【臨時的購入申請薬】 

ジレニアカプセル0.5ｍｇ（フィンゴリモド塩酸塩：ノバルティス）8148.7円 

【効】多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制 

【用】１日１回0.5mgを経口投与 

 

カリメート経口液20％25ｇ（ポリスチレンスルホン酸カルシウム：興和） 88.2円 

【効】急性および慢性腎不全に伴う高カリウム血症 

【用】1日75～150gを2～3回にわけ、経口投与。適宜増減。 

【備】粉末、ゼリーが採用中。それらが飲めない患者がいるので。 

グロベニンI静注用5000ｍｇ、2500ｍｇ（人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ：日本製薬）42374、21500円  

【効】重症感染症における抗生物質との併用、天疱瘡、ほか 

【用】効能により異なる。 

【備】天疱瘡に使用。ヴェノグロブリンIHについて、重症筋無力症等のみの供給となったため 

 

 

 

スープレン吸入麻酔薬（デスフルラン：バクスター） 44.9/ｍL円  

【効】全身麻酔の維持 

【用】3.0％の濃度で開始し、適切な麻酔深度が得られるよう患者の全身状態を観察しな
がら、濃度を調節する。亜酸化窒素の併用の有無にかかわらず、7.6％以下の濃度で
外科的手術に適切な麻酔深度が得られる。 

【備】覚醒遅延がないことで、手術予定を遅滞なく実施可能になり、手術室の回転効率を
上げることが期待される。 

リルテック錠50ｍｇ（リルゾール：サノフィ） 1522.5円 

【効】筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療・病勢進展の抑制 

【用】１回１錠、１日２回（朝及び夕食前）、１日量100mg(本剤２錠)を経口投与 

メナクトラ筋注（4価髄膜炎菌ワクチン：サノフィ） 19827円 

【効】髄膜炎菌 (血清型A，C，Y及びW-135) による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防 

【用】1回，0.5mLを筋肉内接種 

ゾレア皮下注用150mg（オマリズマブ：サノフィ） 45578円 

【効】気管支喘息（既存治療で喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る） 

【用】1回75～600mgを2又は4週間毎に皮下に注射（投与量換算表に基づく） 

プロセキソール錠0.5mg（エチニルエストラジオール：あすか） 35.8円 

【効】前立腺癌，閉経後の末期乳癌（男性ホルモン療法に抵抗を示す場合） 

【用】前立腺癌，乳癌には，通常1回1～2錠を1日3回経口投与する 
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【デッドストック・削除等】 

    ラスリテック1.5ｍｇ（12894円）（7.5ｍｇ：51365円は、採用中） 

        理由：1.5ｍｇは10アンプル包装で、高額のデッドストック廃棄が生じるため 

    アダラートカプセル（デッドストックのため） 

    ランサップ400、800（ボノサップ等と入れ替えのため） 

  エフィエント5ｍｇ（20ｍｇ製剤と入れ替え）  

  ランサップ（今後、ボノサップを使用するため） 

【新規院外採用申請】 

エクメット配合錠HD（ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ500mg・ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ50mg：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ）85.2円  

【効】2型糖尿病（本剤の治療が適切と判断される場合） 

【用】通常、成人には1回1錠（ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩として50mg/250mg又
は50mg/500mg）を1日2回朝、夕に経口投与。 

【備】エクア（１錠50mg、１日２回）とメトグルコ（１錠500ｍｇ、１日3回）の合剤。 

【その他】 

 

 

 
【イソジンについて】 

イソジンの登録商標がムンディ独占のため、明治の以下製品の名称変更＆後発品扱い。 

  イソジンガーグル液7％30ｍL→ポビドンヨードガーグル液7％30ｍL 

  イソジンゲル10％（90ｇ）→ポビドンヨードゲル10％（90ｇ） 

   

 

 

 

【後発品について：かなり推進する必要が出てきた】 

  ゾシン静注用4.5ｇ（2145円）→タゾピペ配合静注用4.5「明治」（1231円） 

  ガスター注20ｍｇ（232円）→ファモチジン静注20mg/20mL「日新」(123円） 

  ガスターＤ錠10ｍｇ（24.6円）→ファモチジンＤ錠10ｍｇ「サワイ」（9.9円） 

  セルベックスカプセル50ｍｇ（9.4円）→テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」（6.2円） 

  セルベックス細粒0.5ｇ包（9.3円）→テプレノン細粒１０％「サワイ」0.5ｇ包（5.95円） 

  アリセプトD3mg・5mg（203.5、300.6円）→ドネペジルOD3ｍｇ・5ｍｇ「トーワ」（85.5、125.7円）   

 

 

 

エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用（ウメクリジニウム：GSK） 6166.6円 

【効】慢性閉塞性肺疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解 

【用】1日1回吸入投与 

ボノサップﾊﾟｯｸ400/ボノサップﾊﾟｯｸ800（ピロリ除菌組合せ：武田） 733.8/884円  

【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 

【用】1日2回、7日間経口投与 

【備】一次除菌用：タケキャブ20mg、ｱﾓｷｼｼﾘﾝ750ｍｇ、クラリス200ｍｇor400mg/回 

ボノピオンパック（ピロリ除菌組合せ：武田） 654.6円  

【効】【用】同上 

【備】二次除菌用：タケキャブ20mg、ｱﾓｷｼｼﾘﾝ750ｍｇ、メトロニダゾール250ｍｇ 

【規格変更】エフィエント錠20ｍｇ（プラスグレル塩酸塩：第一三共） 1150.2円 

【備】現在5ｍｇ（359.8円）を採用中、20ｍｇが発売されたので、５ｍｇは切り替え。 

平成28年度 第2回 薬事委員会（6/28火曜）報告ダイジェスト：前項つづき 


