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 「医薬品の使用状況の院内周知」という規定が出たため、表記については、定期的な情報
発信が求められるようになったので、以下に紹介します。案外、面白いですよ。 

【４月～９月（半期）の使用薬価額上位品目】 

商品名 薬効等 半期使用薬価 占有率 累積占有率 

レブラミドｶﾌﾟｾﾙ5ｍｇ 多発性骨髄腫等 60,128,356円 7.85％ 7.85％ 

ソリリス静注点滴300ｍｇ 抗補体（C5）抗体製剤 46,310,238円 6.15％ 13.99％ 

照射濃厚血小板 血小板 26,438,625円 3.55％ 17.54％ 

照射赤血球液 赤血球 23,947,826円 3.21％ 20.76％ 

ビダーザ注100ｍｇ 骨髄異形成症候群 22,948,546円 3.01％ 23.77％ 

ベルケイド注射液3ｍｇ 多発性骨髄腫等 22,514,988円 2.92％ 26.69％ 

アバスチン点滴400ｍｇ 各種がん等 19,549,866円 2.55％ 29.24％ 

リツキサン注10mg 抗CD20抗体 19,100,455円 2.46％ 31.70％ 

ダラザレックス注400ｍｇ 多発性骨髄腫 14,579,608円 1.92％ 33.61％ 

サイラムザ点滴100ｍｇ 胃癌・直腸癌・肺癌 14,375,615円 1.89％ 35.50％ 

アディノベイト注2000 血液凝固第VIII因子 13,223,694円 1.78％ 37.28％ 

アドベイト注2000 血液凝固第VIII因子 10,527,450円 1.39％ 38.67％ 

アバスチン点滴100ｍｇ 各種がん等 9,933,644円 1.30％ 39.96％ 

アムビゾーム点滴50ｍｇ 抗真菌剤 9,304,300円 1.22％ 41.19％ 

 「占有率」は「使用金額全体に対して何％か」を表し、累積占有率は、単純に、占有率を縦に
足したものです。従って、ここに挙げた14品目で、当院の医薬品使用金額全体の41.19％を占
めているわけですね。すなわち、採用・臨時採用合わせて1300品目程度の中の14品目。 
 違った言い方をすれば「この14品目を管理すれば、購入全体の4割の管理ができる」。 
ちなみに「上位50品目の占有率は65.43％、100品目で78.8％、150品目で85.53％」です。 
 まあ、多くの業種で「取扱品目の１割を管理すると、金額の8割管理」みたいなものです。 

【内服・注射・外用・麻薬の別】 
 上の表を見て分かる通り、注射薬が多いですね。で、その占有率を調べてみると、 
「注射７２．８６％、内服１６．７６％、血液７．５１％、外用２．１２％」。圧倒的に注射。 

【後発品にかかわる数値：後発品使用比率は81％となってますが…】 
 当院は「高度先進医療を行う病院」。当然、「①後発品の無い先発品」使用が多く、全体金
額の８５．４７％を占めます。「②後発品使用額」９．２３％、「③先発品のある先発品使用額」
５％となっています。後発品使用比率は、②＋③の使用のうち、②の数ということです。 
（荒い言い方をすれば、「厚労省が医療費削減と言うほど、金額インパクトは無い」でしょ） 
（もっと言えば、国が新薬にメチャクチャ高い金額を付けて、医療費を押し上げてる部分が①
の金額や上記の表に見えてますね。結局、後発品の推進って何だろな？） 
まあしかし、80％を切ると（お上に）怒られますので、今後も進めざるを得ません。 

 結局、こういうデータを「周知」するように求められる時代になったんだなぁと、変な感慨。 

社内
秘 
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抗インフルエンザ薬全般 

シンメトレル錠、イナビル等 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］ 一部改訂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［重大な副作用］ 一
部改訂 

「A型インフルエンザウイルス感染症」に本剤を用いる場合抗インフルエンザウイルス
薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフルエンザ罹患時には、異常行動を発
現した例が報告されている。 

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応として、①異
常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場合、少なくとも発熱
から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対策を講じること、について患
者・家族に対し説明を行うこと。 

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学以降の
小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発現することが多い
こと、が知られている。 

意識障害（昏睡を含む）、精神症状（幻覚、妄想、せん妄、錯乱等）、痙攣、ミオクロヌ
ス、異常行動： 

意識障害（昏睡を含む）、精神症状（幻覚、妄想、せん妄、錯乱等）、痙攣、ミオクロヌ
スがみられることがある。このような場合には減量又は投与を中止するなど適切な処
置を行うこと。特に腎機能が低下している患者においてあらわれやすいので注意する
こと。因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至るおそ
れのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることがある。 

ゾーフィゴ静注 

塩化ラジウム（223Ｒａ） 

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］ 追記 

化学療法未治療で無症候性又は軽度症候性の骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌
患者において、アビラテロン酢酸エステル及びプレドニゾン（国内未承認）/プレドニゾ
ロン併用投与時に本剤群ではプラセボ群と比較して、死亡率及び骨折の発現率が高
い傾向が認められたことから、化学療法未治療で無症候性又は軽度症候性の骨転
移のある去勢抵抗性前立腺癌患者に対する本剤とアビラテロン酢酸エステル及びプ
レドニゾロンの併用投与は推奨されない。 

スーテントカプセル 

スニチニブリンゴ酸塩 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［重大な副作用］ 追
記 

急性胆嚢炎： 

無石胆嚢炎を含む急性胆嚢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、休薬するなど適切な処置を行うこと。 

ペニシリン系全般 ６１３ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 

６１９ その他の抗生物質製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［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があらわれることがあるので、
このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。 
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１．重篤副作用疾患別対応マニュアルの改定について 
 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」は，平成17年度から平成22年度にかけて，学術論文，各
種ガイドライン，厚生労働科学研究事業報告書，独立行政法人医薬品医療機器総合機構の保
健福祉事業報告書等を参考に，厚生労働省の委託により，関係学会においてマニュアル作成
委員会を組織し，一般社団法人日本病院薬剤師会とともに議論を重ねて作成されたマニュアル
案をもとに，重篤副作用総合対策検討会で検討され取りまとめられたものであり，これまでに合
計75疾患について作成されています。 
 平成28年度からは，最新の知見等を踏まえたマニュアルの改定に着手しているところです。 

重篤副作用疾患別対応マニュアル改定事業について（その２） 

２．改定の進捗 
  平成29年度には，以下のマニュアルについて改定作業を行い，平成30年５月31日に開催さ
れた重篤副作用総合対策検討会での検討を経て取りまとめられ，６月に公表されました。 

（１）皮膚科分野 
 皮膚科分野では，「多形
紅斑」のマニュアルの新規
作成を行いました。多形紅
斑は，重症薬疹であるス
ティーヴンス・ジョンソン症
候群とは異なり，ステロイド
の大量投与や免疫グロブ
リンの大量投与などの強力
な治療を必要としない疾患
です。しかし，重症型では，
発熱や粘膜疹を伴 
うことからスティーヴンス・
ジョンソン症候群との鑑別
が必要であり，それについ
て，臨床的，病理組織学的
に解説しています。 

 既存のスティーヴンス・ジョンソン症候群のマニュアルでは多形紅斑との皮膚の病理組織的
な違いが記載されておりますが，多形紅斑の臨床症状についての詳細な記載や組織像があ
りませんでした。また，多形紅斑の治療についても既存マニュアルには記載がありませんの
で，今回，新しい多型紅斑のマニュアルで対応しています。 

（２）腎臓分野 
 腎臓分野では，分野全体の見直しを行い，既存のマニュアル構成を改めて，「急性腎障害（急 
性尿細管壊死）」，「間質性腎炎（尿細管間質性腎炎）」，「ネフローゼ症候群」，「血管炎による腎
障害（ANCA関連含む）」，「腎性尿崩症」，「腫瘍崩壊症候群」及び「低カリウム血症」の７マニュ 
アルとしました。内容についても日本腎臓学会の「薬剤性腎障害診療ガイドライン」（2016年）も
踏まえ，これまでの「急性腎不全」が「急性腎障害（AKI）」，Acute Kidney Injuryという国際的な疾
患名・概念に変わったことなどを受けて改定しています。 
 腎疾患治療において，多様な薬剤性電解質異常が起こりますが，その中でも低カリウム血症
は気付かれにくく，慢性に経過することによって腎障害を促進することがあるため，注意を喚起
すべきとの観点から，新規のマニュアルとして，低カリウム血症が作成されています。 
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（３）代謝・内分泌 
 代謝・内分泌分野では「高血糖」及び「低血糖」のマニュアルの改定を行いました。 
 高血糖に関しては，近年上市された免疫チェックポイント阻害薬により，非常にまれながら劇症
１型糖尿病が発症することを受け，免疫チェックポイント阻害薬に関する注意喚起を行う事を中
心として改定が行われ，関連の記載や当該薬剤により発症した劇症1型糖尿病の症例が加えら 
れています。低血糖に関しては，日本糖尿病学会により実施された，重症低血糖の背景に関す
る全国調査を踏まえ，改定が行われています。この調査により，重症低血糖が起こる背景として，
高齢者であること，厳格な血糖コントロールを達成していること，SU剤を使っていること等が大き
なリスクファクターであることが判明しており，これを踏まえた記載が行われています。 
 また，高血糖及び低血糖の発症は高齢者に多いことから，両マニュアルの「患者の皆様へ」の
パートにおいて，本人のみならず家族あるいは介護者に対するメッセージを加えるべきとの観点
からの改定も行っています。 

（４）口腔 
 口腔分野では，「骨吸収抑制薬に関連する顎骨壊死・顎骨骨髄炎」のマニュアルが改定されま
した。従前のマニュアル名は「ビスホスホネート系薬剤による顎骨壊死」でしたが，ビスホスホ
ネート系薬剤ではない骨吸収抑制薬の登場や，この登場を踏まえた2016年の日本口腔外科学
会によるポジションペーパーの改編を元に，改定されています。骨への侵襲的歯科治療が最大
のリスクファクターとされていたところに，抜歯以外のものに関しては特にリスクファクターになら
ないと明記した点や，累積投与量が重要である点などの最近の知見を盛り込んだり，症状に関
連する写真を追加したりする等，内容の更新と充実が図られています。 

（５）骨 
 骨分野では，「骨粗鬆症」の改定を行いました。初版は，平成21年５月に作成されていますが，
当時は副作用の原因薬剤として経口ステロイドを中心に記載をされていましたところ，その後海
外において性ホルモン低下療法として，アロマターゼ阻害薬，アンドロゲン遮断療法に伴う骨量
減少に対するガイドライン，ポジションステートメントが出されたことを踏まえ，改定を行っていま
す。 
 また，日本骨代謝学会が2014年に，ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドラインを改訂し
たことを受け，治療方法の記載を更新したほか，最近の知見を取り込んだ改定を行っています。 

（６）その他（各分野共通の事項） 
 今回のマニュアル改定に合わせ，医薬品副作用被害救済制度に関する記載も追加しています。 
各マニュアルにおける冒頭の「本マニュアルについて」の項の最後に医薬品副作用被害救済制
度についての説明を追記し，マニュアル末尾に参考３として医薬品副作用被害救済制度の過去
５年の支給件数，参考４として医薬品副作用被害救済制度の解説を記載しました。 

３．おわりに 
  平成30年度も引き続きマニュアルの改定を行ってまいります。マニュアルについては厚生労
働省及びＰＭＤＡのウェブサイトに掲載しておりますので，是非ご活用下さい。 

医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願いについて 

１．はじめに 
 「医薬品副作用被害救済制度」（以下「本救済制度」という。）は，医薬品が適正に使用された
にもかかわらず副作用が発生し，それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済
することを目的として，医薬品等製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする公
的制度として昭和55年に創設されました。 
 また，生物由来製品についても同様に，適正に使用されたにもかかわらず，生物由来製品を
介してウイルス等に感染し，それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済する
ことを目的として，「生物由来製品感染等被害救済制度」が平成16年に創設されております。さ
らに，平成26年11月25日より，再生医療等製品の副作用及び再生医療等製品を介した感染等
についても，これらの救済制度の対象となっています。 
 本救済制度では，昭和55年の制度創設から平成29年度末までに21,507件の支給決定がなさ
れています。 
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２．医薬品副作用被害救済制度に関する認知度 
 本救済制度について，平成29年度一般国民における本救済制度の認知率は「知っている」
10.3%，「名前は聞いたことがある」22.3%，合計32.6%であり，医薬品の副作用による健康被害を
受けながらも本救済制度の存在を知らないために請求に至らない方がいることと思われます。 
 一方，医療関係者における認知率は「知っている」62.3%，「名前は聞いたことがある」22.2%，合
計84.5%であり，職種別では，医師が93.5%，薬剤師が98.3%，看護師が62.5%，歯科医師が83.0%と
なっています。制度を認知している医療関係者のうち，請求手続に関わったことがある人の割合
は，全体で9.4%，医師が10.2%，薬剤師が12.6%，看護師が6.0%，歯科医師が5.4%となっています。
また，平成28年４月から，救済給付に係る全ての請求書様式に「救済制度に関する情報の入手
経路」についての欄（「医師」「歯科医師」「薬剤師」「その他の医療機関職員」「新聞・ＴＶ等」「そ
の他」から選択）が設けられており，救済制度に関する情報の入手経路の把握が行われたとこ
ろ，平成29年度における回答は，医師512件（34.0%），その他（インターネット）220件（14.6%），新
聞・ＴＶ等171件（11.4%），薬剤師136件（9.0%）の順（重複回答あり）となりました。 
 医療関係者におかれましては，医薬品や再生医療等製品の副作用により健康被害を受けた
方々に対して，本救済制度を活用していただけるよう，本救済制度について情報提供していただ
くと共に，健康被害者の請求に当たり，診断書の作成等にご協力ください。 

３．本救済制度における支給・不支給決定の状況について 
 本救済制度における請求件数，支給件数は，平成25年度から平成29年度までの年次推移は
図１のとおりとなっており，平成29年度の請求件数は1,491件，支給件数は1,305件，不支給件数
は298件でした。 
 また，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）が申請を受理してから
決定を申請者に通知するまでの標準的事務処理期間注３）については，目標を支給・不支給等
を決定した件数のうち６カ月以内を60%以上としており，平成29年度の実績は69.3%でした。 

４．副作用救済給付の対象となる健康被害とは 
  副作用救済給付の対象となる健康被害は，医薬品又は再生医療等製品（以下「医薬品等」と
いう。）を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による疾病（入院を必要とする程度の
もの），障害（日常生活が著しく制限される程度の状態のもの）又は死亡です。 
なお，対象となる医薬品等については，病院・診療所で処方又は使用されたもの，薬局などで購
入したもののいずれも救済の対象となりますが，抗がん剤，免疫抑制剤等，一部に本救済制度
から除外となるものもあります。また，疾病に対する医療費の請求等には医療費の支給の対象
となる費用の支払いが行われたときから５年以内といった請求期限があります。 
 詳細については，PMDAのホームページ（https://www.pmda.go.jp/relief-ervices/outline/0001. 
html）に掲載されていますのでご参照ください。 
［救済給付の種類と給付額（平成30年４月１日現在）］ 

医療費（健康保険等による給付の額を除いた自己負担分） 
・副作用による疾病の治療に要した費用を実費補償するものです。 
医療手当（月額34,400～36,400円） 
・副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の負担に着目して給付されるものです。 
障害年金（１級：年額2,767,200円，２級：年額2,214,000円） 
・副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるも
のです。 
障害児養育年金（１級：年額865,200円，２級：年額692,400円） 
・副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるもので
す。 
遺族年金（2,420,400円） 
・生計維持者が副作用により死亡した場合に，その遺族の生活の立て直し等を目的として給付される
ものです。 
遺族一時金（7,261,200円） 
・生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に，その遺族に対する見舞等を目的として給付さ
れるものです。 
葬祭料（206,000円） 
・副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです。 

（※薬剤部注：以下、個別事例紹介等記述については、上記HPもしくは薬剤部HPで） 
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【新規仮採用薬】 

【持参薬関連を含む緊急購入申請分：名称のみ紹介】 

プラノバール配合錠（ノルゲストレル/エチニルエストラジオール：あすか）13.9円  

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」（酸化亜鉛・デンプン：小堺製薬）2.63/ｇ円  

【効】湿疹、皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼けの収れん、消炎、保護、緩和な防腐 

グラナテック点眼液０．４％（リパスジル：興和）449.3円  

ナルサス錠２ｍｇ、6ｍｇ（ヒドロモルフォン：第一三共）202.8、530.2円  

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 

ナルラピド錠１ｍｇ、2ｍｇ（ヒドロモルフォン：第一三共）110.6、202.8円  

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 

（※ナルサスのレスキュー） 

【院外採用中→院内仮採用申請薬】 

アメナリーフ錠２００ｍｇ（アメナメビル：マルホ）1437.1円  

【効】帯状疱疹 

アレサガテープ４ｍｇ（エメダスチン：久光）67.5円  

【効】アレルギー性鼻炎 

スピロペント錠１０μｇ（クレンブテロール：帝人）13.2円  

【新規院外処方申請】 

アデホスコーワ顆粒１０％ （アデノシン三リン酸二ナトリウム：興和）23.5円  

【効】メニエール病及び内耳障害に基づくめまい、頭部外傷後遺症ほか添付文書参照 

（※同成分・同効能のトリノシンと入れ替え） 

フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」（フルスルチアミン：トーワ）5.4円  

フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍＬ         56円 

【備】ビタミンB1持参等が多く、大量使用症例もあったことから、整理。アリナミン削除。 

【採用変更等に関する協議薬】 

アスパラカリウム錠３００ｍｇ（塩化カリウム：ニプロ）5.8円 

グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ（塩化カリウム：ポーラ）：9.5円 

【効】低カリウム血症の改善など 

【備】スローケー600ｍｇ（6円）の販売中止のため。 

【後発品変更薬：当院状況＝後発比率81％】 

クラビット点眼液１．５％5ｍL（100.8円/ｍL）→レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」（48.6円） 

プリンペラン注射液１０ｍｇ（57円）→塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカタ」（56円） 

アマリール1ｍｇ錠（15.9円）→ グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」（9.9円） 

プロマックＤ錠７５（29円）→ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」（16.7円） 

ヘルベッサーＲｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ（30.3円）→ジルチアゼム塩酸塩Ｒｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ「サワイ」（11.8円） 

ヘルベッサー注射用５０ｍｇ（950円）→ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」（380円） 

ムコソルバン錠１５ｍｇ（15.8円）→アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」（24.2円） 

【上記以外での削除薬】 

ガストローム顆粒、セフゾンカプセル１００ｍｇ、アブストラル舌下100μｇ、フランセチンTパウダー（製造販売中止） 

ジャディアンス錠１０ｍｇ（エンパグリフロジン（SGLT2)：ベーリンガー）198.7円  

【効】2 型糖尿病 


