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薬剤師の「生涯学習」が、ややこしい 

 「生涯学習」というのは、一般的な言葉になりましたね。 
 熊本県で調べても、市町村に生涯学習課がありますし、パレアの生涯学習推進センター、
大津町生涯学習センター、熊日生涯学習プラザ、熊大の生涯学習教育部門など、いろいろ
と組織、設備があります。 
 教育メニューも「県民カレッジ」「さわやか大学校」のような複数課題を学習する学校形式
のものから、希望する教科を受講するカルチャーセンター系統のものまで。 
 右のようなチラシを見ると、なんか「楽しそう」ですよね。 

 …さて。その一方。 
 医師、看護師、技師などと「師」や「士」の付く職業は、日進月
歩の技術革新に取り残されないように、現役の技術者として、生
涯学習が欠かせません。薬剤師も例外でなく。 
 「楽しそう」という訳にはいかない…実務的な生涯学習。 
 開催される勉強会、研修会、講習会のメニューには 

この研修会は、生涯学習○単位 

 というように、単位数が設定され、年間○○単位以上取得し
ないと、認定が取れないような仕組みになっています。 

 ただ、「薬剤師の生涯学習」はとても分かりづらい気がしていま
す。病院勤務と薬局勤務で団体が２つあって…みたいな。 

• 日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師」（４年で４０単位、以後一定単位で更新） 
• 日本病院薬剤師会生涯研修制度（毎年、認定。：サボったらわかる） 
• 日本病院薬剤師会病院薬学認定制度（病院薬剤師会独自発行の研修シール等） 
• 日本薬剤師会生涯学習支援システム（略称：JPALS。本年より最高位はレベル６） 
• 日本医療薬学会認定薬剤師（医療薬学会会員のみ） 

 薬剤師の基礎的認定の種類が、こんなに必要なのかな？ 
 これらの他に、専門分野認定、つまり「がん」「緩和」「NST」「感
染」「漢方・生薬」「褥瘡」「糖」「救急」「医療情報」「妊婦・授乳婦」
「精神」「HIV」「小児」「治験」「プライマリケア」「スポーツ」などなど、
認定主体も、学会からNPO法人まで、とにかく様々。 
 (学会・団体の集金システム…なんてことは言ったらダメ） 
 ちなみに当院薬剤師認定取得件数の総数は６０件ほど。どれに
するか悩みながらですが、持ってないわけにいかないし。 
 …で。今回、「第一回薬剤師生涯学習達成度確認試験」が行わ
れました。とりあえず、当院薬剤部では、専門分野はスタッフ、浅
く広いのは私の担当なので一応受験。結果、合格証はいただき
ました。これをもって、JPALSレベル６昇格。 
この試験、全国の受験者総数1026名。うち合格者415名でした。 

 これでいいのかな？つまり、「少ない受験者数。合格率は４割。」は問題では。 
 今回のお題目は「生涯学習達成度確認」。試験範囲は「全範囲」。ジェネラリスト志向と思
いますが…逆に言えば「全範囲」の知識が日常業務に必要な人でなければ、合格し難いと
すれば、「複数科のある大病院の勤務薬剤師」向けの試験を、薬局薬剤師を主な構成員と
する薬剤師会がやっちゃった。…それって、どう？そもそも、生涯学習は測るもの？ 



2 

スタチン系高脂血症用剤 

（ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ、ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝなど全て） 

２１８ 高脂血症用剤 

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 

「近位筋脱力、CK（CPK）高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA還元酵
素（HMGCR）抗体陽性等を特徴とする免疫性壊死性ミオパチーがあらわれ、投与中
止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、
免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。」 

「免疫性壊死性ミオパチー： 

免疫性壊死性ミオパチー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。」 

ステラーラ皮下注シリンジ 

ウステキヌマブ 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

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、速やかに胸部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、副腎皮質ホルモン
剤の投与等の適切な処置を行うこと。」 

ワーファリン錠 

ワルファリンカリウム 

３３３ 血液凝固阻止剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］ 追記 
［相互作用］の「併
用禁忌」追記 

「ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）を投与中の患者」 

「ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）」 

（※薬剤部注：商品名「フロリード」） 

キュビシン静注用 

ダプトマイシン 

６１１ 主としてグラム陽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」 
追記 

「急性汎発性発疹性膿疱症： 

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、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 
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ブイフェンド錠 

イトリゾール 

フルコナゾール 

プロジフ静注液 

６１７ 主としてカビに作用するもの 

６２９ その他の化学療法剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］ 追記 
［重要な基本的注
意］ 追記 

「ワルファリンを投与中の患者」 

「本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強し、著しいINR上昇
を来した症例が報告されている。本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリ
ン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間測定及
びトロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与すること。」 

オプジーボ点滴静注 

ニボルマブ 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］一部改訂 
 
 
 
 
［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 
 
一部改訂  

「本剤のＴ細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な
疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合に
は、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度
の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考
慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、本
剤投与終了後も観察を十分に行うこと。」 

「免疫性血小板減少性紫斑病： 

免疫性血小板減少性紫斑病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。」 

「重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症： 

重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあり、これらを合併
したと考えられる症例も報告されている。筋力低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害、
CK（CPK）上昇、心電図異常、血中及び尿中ミオグロビン上昇等の観察を十分に行い、
異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な
処置を行うこと。また、重症筋無力症によるクリーゼのため急速に呼吸不全が進行す
ることがあるので、呼吸状態の悪化に十分注意すること。」 

フロリードゲル経口用・フロリードＦ注 

ミコナゾール 

６２９ その他の化学療法剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］ 一部改訂 
 
 
［相互作用］の「併
用禁忌」追記 

「ワルファリンカリウム、ピモジド、キニジン、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼルニジ
ピン、ニソルジピン、ブロナンセリン、エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシ
ル酸塩、リバーロキサバン、アスナプレビルを投与中の患者」 

「ワルファリンカリウム」 

ラピアクタ点滴静注液 

ペラミビル水和物 

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 

「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。」 
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1.ミコナゾールとワルファリンカリウムの併用による相互作用について 

１．はじめに  
 ミコナゾールは，ゲル剤が口腔カンジダ症及び食道カンジダ症の治療薬として，注射剤が深在
性真菌症の治療薬として，それぞれ平成５年及び昭和60年に承認され，製造販売業者の推計
では，年間（平成27年４月〜平成28年３月）約７万3,000人（ゲル剤）及び約500人（注射剤）の患
者に使用されています。 
 一方，ワルファリンカリウム（以下「ワルファリン」という。）は血栓塞栓症の治療及び予防薬とし
て，昭和37年に承認され，製造販売業者の推計では年間（平成27年４月〜平成28年３月）約125
万人の患者に使用されています。 

２．アゾール系抗真菌薬とワルファリンを併用する場合の重篤な出血症例の発生状況について 

 ミコナゾールとワルファリンとの相互作用については，ミコナゾール販売開始時よりミコナゾー
ルの添付文書に「併用注意」として注意喚起しておりました。 
 ミコナゾール（ゲル剤）とワルファリンと併用による重篤な出血症例の報告を受け，平成13年に
ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）の添付文書が改訂され，「ワルファリンを投与中の患者」を「慎重
投与」にし，「ワルファリンと併用する場合は，プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数
を増やすなど慎重に投与する」旨，「重要な基本的注意」の項に追記されました。 
 その後も両剤併用による著しいPT-INRの上昇が報告され，併用終了後の遷延例も報告され
たことから，その旨を「重要な基本的注意」及び「併用注意」の項に追記する添付文書改訂が平
成26年に行われました。 
 しかしながら，添付文書を改訂し注意喚起を強化してもなお，両剤併用による重篤な出血症例
の報告が継続して報告されています。独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」と
いう。）における調査の結果，平成25年度以降においてワルファリンを減量してもなおPT-INRが
コントロールできずにワルファリン投与中止に至る症例や，併用終了後にPT-INRがさらに上昇
する症例が報告されており，また，医師が併用に注意しPT-INRを頻回に確認することを認識し
ていてもなお，相互作用による重篤な出血を回避できなかった症例も報告されていることから，
抗凝固作用のモニタリング等を更に強化することによるリスク回避は困難と考えられました。厚
生労働省は，ミコナゾールとワルファリンの製造販売業者に対し，平成28年10月18日付で，使用
上の注意を改訂し，ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）とワルファリンとの併用を禁忌とするよう指示
しました。また，日本循環器学会や日本化学療法学会など，関連学会宛に安全対策課長通知
（平成28年10月18日付薬生安発1018第４号）を発出し，当該措置の周知を依頼致しました。 
 なお，ミコナゾール以外の経口及び注射用アゾ−ル系抗真菌剤（イトラコナゾール，フルコナ
ゾール，ホスフルコナゾール及びボリコナゾール）については，製造販売業者の推計した，使用
患者数（参考参照）に対する副作用報告数は限られているものの，著しいPT-INRの上昇が認め
られている症例があること等から，厚生労働省は，「ワルファリンを投与中の患者」を「慎重投与」
にし，「ワルファリンと併用する場合は，プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増や
すなど慎重に投与する」旨，「重要な基本的注意」の項に追記することも指示しています。 

３．ミコナゾールとワルファリンの相互作用による出血関連症例について 

 ミコナゾールとワルファリンの相互作用による出血関連事象は，因果関係が不明な症例も含め，
最近３年間（平成25年４月〜平成28年７月）に41例（うち死亡例は１例）PMDAに報告されており
ます。  

４．アゾール系抗真菌薬とワルファリンを併用する場合の注意事項について 

 ミコナゾール及び他のアゾール系抗真菌薬を処方する際は，予めワルファリン服用の有無を確
認してください。ワルファリンを服用している場合はワルファリンの治療を優先し，ミコナゾールを
処方しないでください。（その他、本誌２～３頁、DSUに添付文書記載変更の紹介を参照） 
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２.糖尿病治療薬ピオグリタゾン塩酸塩含有製剤による膀胱癌に係る安全対策 

１．はじめに  
 ピオグリタゾン塩酸塩（以下「本薬」という。）は，インスリン抵抗性を軽減し，肝臓において糖産 
生を抑制することで，末梢組織における糖利用を高め，血糖を低下させる特徴を有する糖尿病
治療薬であり，国内においては平成11年９月に単剤が承認され，現在３種類の配合剤が承認さ
れています。 

２．アゾール系抗真菌薬とワルファリンを併用する場合の重篤な出血症例の発生状況について 

 本薬の膀胱癌発生リスクについて，平成23年７月までに諸外国において講じられた措置，並び
に入手した情報に基づき厚生労働省及びPMDAにて実施した調査及び対応は以下のとおりです。 

３．膀胱癌発生リスクに関する調査結果について 

 平成23年６月24日の使用上の注意の改訂では，海外で実施した糖尿病患者を対象とした疫学
研究に基づき， 
● 膀胱癌治療中の患者には投与を避けること 
● 膀胱癌の既往を有する患者には，投与の可否を慎重に判断すること 
● 投与開始に先立ち，患者又はその家族に膀胱癌発症のリスクを説明すること 
● 投与中は，定期的に尿検査を実施すること 
について注意喚起をしました。 
 今般，KPNC疫学研究の10年目の最終結果が得られたため，当該研究結果を含めた本薬使
用患者における膀胱癌発生リスクについてPMDAで改めて調査を行いましたので，その概要を
紹介します。 

 平成23年７月以降にPMDAへ報告された膀胱癌発生に関する疫学研究は重複等を除くと51報
であり，このうち，主要な研究の概略を以下に示します。（※薬剤部注：冗長になるので要点のみ
を本誌に記載します。詳細は薬剤部HPに原本を掲載しますので参照。） 
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２.糖尿病治療薬ピオグリタゾン塩酸塩含有製剤による膀胱癌に係る安全対策 
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２.糖尿病治療薬ピオグリタゾン塩酸塩含有製剤による膀胱癌に係る安全対策 

３．（３）海外での対応状況 

（※薬剤部注：以下、結果解析を受けた対応状況） 

 平成27年７月，製造販売業者はKPNC疫学研究の最終結果及びPan EU研究の結果を踏まえ
てCCSI（Company Core Safety Information）を改訂し，同内容の添付文書改訂案がEMA及び
FDAに提出されました。平成28年４月，欧州において本薬を含有する製剤について添付文書改
訂が勧告され，平成28年６月，Special warning and precautions for useの項が改訂されました。
FDAにおいては，平成28年６月現在，検討中であり，その他，平成28年６月末時点で，KPNC疫
学研究の最終結果を受けて新たな措置が執られた国はない状況です。 

３．（４）国際がん研究機構（International Agency for Research on Cancer：IARC）の評価 

 平成25年６月，評価時点で公表されている研究報告に基づき評価した結果，本薬は「実験動
物における発がんについては十分な根拠があり，ヒトにおける発がんについては根拠が不十分
です。全体的な評価としては，ヒトに対しておそらく発がん性がある。」と結論付けられ，IARCの
発がん性分類のグループ２A（ヒトに対しておそらく発がん性がある）に分類されています。 

４．検討結果と安全対策について 

 PMDAは，今般得られたKPNC疫学研究の最終結果について， KPNC疫学研究の５年目の中
間解析結果と10年目の最終解析結果で差異が生じた要因を，現時点で十分に解釈することは
困難と考えています。しかしながら，平成23年７月以降，平成28年５月31日までに入手した関連
報告，国内外での対応，その他の情報について精査した結果，本薬が膀胱癌発生リスクを増加
させる可能性を否定することはできないと判断しています。 

５．今後の安全対策について 

  製造販売業者より，本薬を含有する製剤の添付文書改訂案が提出され，本薬と膀胱癌発生
リスクについては，「その他の注意」の項にKPNC疫学研究及びPan EU研究を含む最新の結果
を記載して情報提供を行った上で，「重要な基本的注意」の項における注意喚起を引き続き継続
することが適切と考える旨が説明されました。 
 厚生労働省は，PMDAの検討結果を踏まえ，以下の方針で添付文書改訂を行うことが適切で
あると判断しました。 
 ・ 本薬が膀胱癌発生リスクを増加させる可能性は完全には否定できないことから，「重要な基
本的注意」の項における注意喚起を継続する。 
 ・ 「その他の注意」の項について，現行記載のあるKPNC疫学研究の５年目中間解析結果及
びCNAMTS研究結果を削除し，10年間の大規模コホート研究（KPNC疫学研究の最終結果及び
PanEU研究）において膀胱癌発生リスクに統計的な有意差は認められなかった旨を追記する。
一方，いくつかの疫学研究から膀胱癌発生リスクの増加の可能性も示唆されていることから，そ
の旨を記載する。（以下省略） 

３.妊娠と薬情報センターについて 

１．妊娠と薬情報センター事業について 
 厚生労働省では，平成17年10月より，国立成育医療研究センター（旧国立成育医療センター）
に「妊娠と薬情報センター」（以下「センター」という。）を設置し，妊婦あるいは妊娠を希望してい
る女性に対し，最新のエビデンスに基づく相談業務を実施しています。さらに相談者を対象とし
て妊娠結果の調査を行い，新たなエビデンスを確立する調査業務も併せて行っています。また，
本事業については，医薬品医療機器等安全性情報（No.328他）でもご紹介しているところです。 

（薬剤部注：以下、要点のみ概説しますが、「妊娠と薬情報センター事業については，更なる利
便性の充実を図るため，本年度新たに５病院（山形大学医学部附属病院，福井大学医学部附
属病院，島根大学医学部附属病院，佐賀大学医学部附属病院，長崎大学病院）の協力を得て，
妊娠と薬に関する相談・情報収集体制の充実・強化を図ることとしました。」が言いたいことのよ
うで、熊本は、日赤になっています。また、妊婦・授乳婦のデータが集まらないので、「センター
で」取り組んでおります、という内容になっております。 
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 国が「地域包括ケアシステム」と言い始めたことは、薬剤師の業界にも大きな影響が出てきて
います。特に大きな影響は、調剤薬局に対して、厚労省が言った… 

「かかりつけ薬剤師」の話題 

2025年までに、 
すべての薬局を「かかりつけ薬局」に再編 

  さて、「かかりつけ薬剤師」というのは、何でしょうか？実は、私にもよく分かりません。 
 患者さんが、「あなたをかかりつけにする」と言えば済むことと思いますけどね。 
 ところが、「診療報酬上で評価する」となると、それじゃ済まない。下の図のようになります。 

 図は、「ナオコの薬剤師転職相談所」というサイトから転載です。よくまとまっているので、院内
の方々にも理解しやすいと思いますが、要するに、一つの薬局に在籍し（転勤のある大規模
チェーン薬局の牽制目的？）、個人は勉強し認定取得、さらに地域の医療イベント（行政や地域
薬剤師会が行うもの）に参加（それらと無縁な大規模チェーン薬局を牽制？）という条件。 
 かかりつけ薬剤師になったら「患者さんからの２４時間体制の相談応需」やら、「自分が薬局に
勤務している日を患者さんに知らせる」（例えば勤務表を渡すなど）が義務付けられます。もちろ
ん、服薬情報の一元的管理とか、いろんな条件もたくさん付いています。大変だなぁ。 
 かなりハードル高めですが、良い面もあって… 
 先日、ビプレス広場で行われた薬物乱用防止キャンペーンで挨拶をして来ましたが、「イベント
を手伝う薬剤師さんがいっぱい！」。主催者によれば、去年までは、イベントを手伝ってくれる薬
剤師が居なくて苦労したけど、本年は「手伝いの申し出を断るのが大変」だった様子です。勉強
会参加者数も大きく増え（研修認定のため）…薬剤師の姿が見えるようになりました。 


