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薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン 2016-2020 

 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議が２８年4月にまとめたものですが、１年経過し
た今は、周囲の動きも活発化してきております。内容をざっくり言えば「耐性菌を作らないように
しよう」という事なんですが、医療だけでなく、畜産関係でも、抗生物質の大量消費が行われて
おり、全世界的に「耐性菌の脅威」が増してきたことが背景にあります。  
 さて、これはアクションプランですから、具体的な行動目標・結果が記されています。 

【目標１】国民の薬剤耐性に関する知識や理解を深め、専門職等への教育・研修を推進する 

［主な国民啓発事項］ 
・ 抗微生物剤の適正使用(AMS)：かぜ症候群の多くには抗菌薬は有効ではないこと、
不必要な抗微生物薬の使用が薬剤耐性微生物の発生の温床になっていること 
・ 感染予防・管理(IPC)：感染予防のためには咳エチケット・手洗いや予防接種
（肺炎球菌、インフルエンザ菌、インフルエンザ等）が重要であること 
・ ワンヘルス・アプローチ：薬剤耐性に取り組むためには、医療や獣医療、畜水産、
食品衛生などの分野における一体的な取組が重要であること 

【目標２】薬剤耐性及び抗微生物剤の使用量を継続的に監視し、薬剤耐性の変化や拡大の予
兆を適確に把握する 

【目標３】適切な感染予防・管理の実践により、薬剤耐性微生物の拡大を阻止する 

【目標４】医療、畜水産等の分野における抗微生物剤の適正な使用を推進する 

【戦略3.1】医療、介護における感染予防・管理と地域連携の推進 
【戦略3.2】畜水産、獣医療、食品加工・流通過程における感染予防・管理の推進 
【戦略3.3】薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化 

【戦略4.1】医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進 
【戦略4.2】畜水産、獣医療等における動物用抗菌性物質の慎重な使用の徹底 

【目標５】薬剤耐性の研究や、薬剤耐性微生物に対する予防・診断・治療手段を確保するため
の研究開発を推進する 

【目標６】国際的視野で多分野と協働し、薬剤耐性対策を推進する 

 ということで、このアクションプランの目指す結果を「耐性率」「使用状況」で示しています。 

【2020年の耐性率】肺炎球菌のペニシリン耐性率を15%以下、黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性
率を20%以下、大腸菌のフルオロキノロン耐性率を25%以下、緑膿菌のカルバペネム(イミペネ
ム)耐性率を10%以下、大腸菌及び肺炎桿菌のカルバペネム耐性率1060.2%以下 

【2020年の使用量】人口千人あたりの一日抗菌薬使用量を2013 年の水準の3 分の2 に減少さ
せる。経口セファロスポリン系薬、フルオロキノロン系薬、マクロライド系薬の人口千人あたりの 
一日使用量を2013 年の水準から50%削減。人口千人あたりの一日静注抗菌薬使用量を2013 
年の水準から20%削減。 

 要するに、一番上と一番下から、「世の中で使われている抗生物質の1/3は、余計なもの」「何
が余計か、役所も専門家も把握していますよ」というシンプルな話っぽいですね。 
 だけど…「役所による経済優先的メーカー育成策」の中での営業合戦、ゾロ新薬、多剤投与
は助長されてきたけど。日本での多剤・多量投与は、抗生物質に限ったことじゃないしね。 
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医療用医薬品の添付文書記載要領の改定について 

１．はじめに 
  医療用医薬品の添付文書は，医薬品医療機器法の規定に基づき，医薬品の適用を受ける
患者の安全を確保し適正使用を図るために，医師，歯科医師，薬剤師等の医薬関係者に対して
必要な情報を提供する目的で，当該医薬品の製造販売業者が作成するものです。 
 添付文書の作成にあたっては，以下のとおり記載要領が平成９年に厚生労働省から通知（以
下「旧記載要領」という）されています。 
●「医療用医薬品添付文書の記載要領について」（平成９年４月25日付け薬発第606号厚生省
薬務局長通知） 
●「医療用医薬品の使用上の注意の記載要領について」（平成９年４月25日付け薬発第607号
厚生省薬務局長通知） 
●「医療用医薬品添付文書の記載要領について」（平成９年４月25日付け薬安発59号厚生省薬
務局安全課長通知） 
 この旧記載要領を発出してから20年経過しますが，その間，医療の進歩や高齢化，IT技術の
進歩など，医療を取り巻く状況は大きく変化…（中略）…記載要領を「医療用医薬品の添付文書
等の記載要領について」（平成29年６月８日付け薬生発第１号厚生労働省医薬・生活衛生局長
通知），「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」（平成29年６月８日付け薬生安発第
１号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知）により改定しました。 

２．主な改正内容 

（１）「原則禁忌」の廃止 
 平成20 ～ 22年に実施した厚生労働科学研究での全国の医師及び薬剤師に対する添付文書
に関する大規模調査で「原則禁忌」の理解度を調査したところ，医師，薬剤師とも約半数が「原
則禁忌は禁忌と同等」と回答する一方，約半数が「原則禁忌は慎重投与・併用注意と同等」と答
えるなど，同項の位置づけの理解が人によりばらつきがある現状が明らかとなりました。（略） 

（２）「慎重投与」の廃止 
 禁忌を除く特定の背景を有する患者への注意は新設する「特定の背景を有する患者に関する
注意」の項に集約することとしたので，「慎重投与」は廃止します。今後は，「特定の背景を有す
る患者に関する注意」の項の下の「合併症・既往歴等のある患者」等の項に記載することとなり
ます。ただし，内容によっては「効能及び効果に関連する注意」，「用法及び用量に関連する注
意」，「相互作用」等へ記載する場合もあります。 

（３）「高齢者への投与」，「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」，「小児等への投与」の廃止 
 禁忌を除く特定の背景を有する患者への注意は新設する「特定の背景を有する患者に関する
注意」の項に集約することとしたので，「高齢者への投与」，「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」，
「小児等への投与」は廃止します。今後は，新設する「特定の背景を有する患者に関する注意」
の項の下の適切な項（「生殖能を有する者」，「妊婦」，「授乳婦」，「小児等」，「高齢者」の項）へ
記載します。 

（４）「特定の患者集団への投与」の新設 
 禁忌を除く特定の背景を有する患者への注意を集約するため，「特定の患者集団への投与」を
新設します。同項の下には「合併症・既往歴等のある患者」，「腎機能障害患者」，「肝機能障害
患者」，「生殖能を有する者」，「妊婦」，「授乳婦」，「小児等」，「高齢者」の項を新設します 。 

（５）項目の通し番号の設定  
 「警告」以降の全ての項目に固定番号を「1.1」等の形で付与します。関連する項目がある場合
は，相互に参照先として項目番号を記載します。また，改正記載要領で記載が定められている
事項に該当がない場合はその項目を欠番（項目番号及び項目名を省略）といたします。 
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医療用医薬品の添付文書記載要領の改定について 

３．施行スケジュール 
 平成31年４月１日に施行を予定し，平成36年３月31日までは経過措置期間を設定しています。
施行する平成31年４月１日までの約２年間で，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）
の添付文書の届出・公表システムについて，使用プログラム言語をSGMLからXMLに変更するこ
と等，改正記載要領に対応するための改修を実施し，PMDAのHPで提供している添付文書の検
索システムの利便性向上を図ります。また，平成31年４月１日から平成36年３月31日までの５年
間の経過措置の間は，旧記載要領に基づく添付文書と改正記載要領に基づく添付文書の両方
が医療現場に存在することとなりご不便をおかけいたしますが，改正記載要領に基づく添付文
書への速やかな実施を製造販売業者に指導いたします。 
 なお，医療用医薬品のうちワクチンの添付文書の記載要領は「ワクチン類等の添付文書の記
載要領について」（平成11年１月13日薬発第20号厚生省薬務局長通知）及び「ワクチン類等の接
種（使用）上の注意記載要領について」（平成11年１月13日薬発第21号厚生省薬務局長通知）で
定めているため，今後，別途，改正する予定です。ワクチン記載要領については，改正案がまと
まり次第，パブリックコメントを実施の上，発出する予定です。 

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「Ｐ
ＭＤＡ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。 
 （以下、題目の通りの内容であり、かつ、以前も同じ記述なので略。また、広報内容に関しては、
看護部安全担当から発出されている文書と同じなので、以下、項目のみ記載） 

４．おわりに  
 今回の医療用医薬品の添付文書記載要領の改正は，旧記載要領の発出から20年ぶりの改正
となり，読み慣れた添付文書の様式が変更されることになります。（以下略） 

医療事故の再発・類似事例に係る注意喚起について 

２．主な再発・類似事例について  
 ●一般名の類似性に起因する薬剤の取り違え事例 
 その他の再発・類似事例 

ワクチン製剤の取り違え（B型肝炎ワクチン接種予定者への日本脳炎ワクチンの誤接種） 
メトトレキサート製剤（抗リウマチ剤）の服用方法間違い 
ＰＴＰ包装シートの誤飲 
チューブ・ラインの抜去 
経鼻栄養チューブの気管への誤挿入 
輸液ポンプの流量設定間違い 
薬液投与ルートの誤接続 
 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。 
 また，これ以外にも注意すべき事例について「ＰＭＤＡ医療安全情報」にて紹介している他，評
価機構が作成している「医療安全情報」でも図解による注意喚起が行われていますので，併せ
て参考にしてください。 
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ロキソプロフェンＮａ(各製剤） 

ロキソプロフェンＮａ 

２６４ 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
新設 

「ショック、アナフィラキシー： 

ショック、アナフィラキシー（血圧低下、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難等）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使用を中止
し、適切な処置を行うこと。」 

カフコデ、他 

（コデイン入の咳止め全部の改訂） 

２２２ 鎮咳剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］一部改
訂 
［重要な基本的注
意］一部改訂 
 
追記 
 
 
 
 
［小児等への投与］ 
追記 
一部改訂 

「12歳以上の小児〔「小児等への投与」の項参照〕」 

 

「用法・用量どおり正しく使用しても効果が認められない場合は、本剤が適当でないと
考えられるので、投与を中止すること。なお、12歳以上の小児に投与する場合には、
使用法を正しく指導し、経過の観察を十分行うこと。」 

「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与しない
こと（「小児等への投与」の項参照）。」「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれが
あるので、18歳未満の肥満、閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有す
る患者には投与しないこと。」 

「12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外において、
12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。〕」 

「12歳以上の小児には副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にとどめるな
ど慎重に投与すること。〔呼吸抑制の感受性が高い。小児等に対する安全性は確立
していない。〕」 

トラマール、ワントラム、（合剤のトラムセットも） 

 トラマドール塩酸塩 

１１４ 解熱鎮痛消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］追記 
 
 
 
 
 
 
［小児等への投与］ 
一部改訂 
追記 

「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与しない
こと（「小児等への投与」の項参照）。」 

「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の扁桃摘除術後
又はアデノイド切除術後の鎮痛には使用しないこと。」（この記述は注射剤）「重篤な
呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、閉塞性睡眠時無
呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与しないこと。」 

「12歳以上の小児への投与に関する安全性は確立されていない（使用経験がな
い）。」 

「12 歳未満の小児には投与しないこと。〔海外において、12 歳未満の小児で死亡を
含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。〕」 
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パッチテストパネル（Ｓ） 

金チオ硫酸ナトリウムを含有するパッチテスト用薬 

７２９ その他の診断用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］一部改訂 
 
追記 

「遅発陽性反応が検査７〜10日後に発現することがあり、金チオ硫酸ナトリウムにつ
いては、検査20日以上経過してから遅発陽性反応が発現したとの報告もある。」 

 

「パッチテスト実施前には、感作や遅発陽性反応が生じる可能性があることを患者に
説明し、判定後に陽性反応が発現した場合は、速やかに医療機関を受診するように
注意を促すこと。」 

フルコナゾール、プロジフ注 

フルコナゾール 

６２９ その他の化学療法剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
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。なお、ヒトヘルペスウイルス６（HHV-6）等のウイルスの再活性
化を伴うことが多く、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 

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 

［副作用］の「重大
な副作用」 
一部改訂 

「肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎： 

AST（GOT）増加、ALT（GPT）増加、γ -GTP増加、Al-P増加、ビリルビン増加等を伴
う肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎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。」 

シアノキット注射用セット 

ヒドロキソコバラミン 

３９２ 解毒剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「急性腎障害： 

急性腎障害があらわれることがあり、腎尿細管壊死が認められた症例も報告されて
いる。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。」 
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ポリファーマシー問題 

 最近は「ポリファーマシー」を特集した雑誌などが出てますね。 
 「ポリファーマシー」を簡単に言うと、「多剤併用の患者で、薬剤
による有害事象が起こっている状態」とされています。 
 クスリが多すぎるだけでは、ポリファーマシーとは言えないとか、
クスリは数種類でも、有害事象があればポリファーマシーだとか、
「注目されている話題の割に、雑な定義」。 

【ポリファーマシーの具体例とは？】 
 具体例の記述で、よく目にするのは「必要以上の厳格な血糖コ
ントロール」とか、「認知症患者への多量の精神薬」「感染症治
療の多剤投与における薬剤熱」など。 
 そこで起こる有害事象は、「死亡」「昏睡」などの重篤なものか
ら「ADL低下」「転倒転落」のような、身体的有害事象もあれば、
クスリが多すぎて「服用違いを起こす」、服用違いに依る「効果
不十分・効果過剰」のような有害事象とされています。 

【今できる、できている、現実的な対処は？】 

• ここ数年厳しくなった「向精神薬や睡眠薬の剤数制限とペナルティー」 
  ポリファーマシー対策を診療報酬で強制した形。 

•「10種以上の定期薬は見直す」という指標は、最もベーシックな話と思われます。 
  まず、そのあたりから手を付けていくという考え方は妥当でしょう。 

• 「処方開始時に、止め時を決めておく」 
  「ゴールはどこだ？」を常に意識して、薬効評価を行い続けることが必要ですね。 

【PIMsという用語】 
「潜在的に不適切な薬剤」（potentially inappropriate 
medications：PIMs） 

多疾病罹患 

 多疾患を持っていると、多くの薬が処方さ
れますが、その中に不適切なものが含まれ、
その有害事象（Adverse Drug Events)が発生
すると、その治療のために、更に薬が追加さ
れて悪循環になる図（左）。 

【PIMｓと対処】 

 どれが「潜在的不適切薬」か？（それが分かっていれば、そもそもポリファーマシーは…）な
かなか難しいこと。厚労省は「開局薬剤師のかかりつけ機能に期待する」と言ってますが… 
 とりあえず、PIMsをスクリーニングするツールとして、下記が使用されているようです。 
•日本老年医学会「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」 
  高齢者における有害事象回避のための情報や、服薬の管理方法、「特に慎重な投与を要
する薬剤リスト」「開始を考慮するべき薬剤リスト（過小医療の回避）」があります。 
•Beers基準（Beers Criteria日本版） 
  マーク・ビアーズ博士が提唱した「薬剤使用の適切性を判断する基準」と薬剤リストを基に
作られている。上の老年医学会のガイドライン作成に生かされているもの。 
 他にも基準はいくつかありますが、それらを基に、PC上で潜在的不適切薬をあぶり出す
ツールを開発した事例もあり、５剤以上の処方を受ける患者の場合で、１剤以上のPIMが見
つかった割合は70％を超えたというデータもあります。 
 …ただし、難しいのは「不適切」ではなく「潜在的不適切」というコトバ。潜在的＝将来、不適
切になる恐れ。ただ「推定有罪」的な話は、疑義照会不可能な案件。開局薬局でやるの？ 

 ポリファーマシー問題は、「70歳以上医療費無料」時代から、ゾロゾロと、どうでもいい新薬が
無数に販売される今に至るまで、「善意で」営々と続くもの。悪意は無いから、難しい問題。 


