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電子カルテ版は天然色！ 

 水木しげるさんの作品、ゲゲゲの鬼太郎の、
とあるシーンで、ねこ娘が「コラソン、コラソン、
レメロン、レメロン…」などと歌っているシーン
があるのですが、近年出た抗うつ剤の名が
「レメロン」。全く関係ないですけど、薬剤師の
職業病で反応し、レメロンの蘊蓄を思い出し
ましたので、お付き合い願います。 

上の歌は、「Corazon de Melon」という世界的にヒットした洋楽。これを日本語に直訳した「メロンの気
持ち」（森山加代子さん）は40代以上は必ず聞いたことがあるくらいのヒット曲。漫画では「デ メロン」が
「レメロン」に聞こえちゃった感じ。近年、この漫画を「墓場鬼太郎」でアニメ化した際は「君にメロロン」
（中川翔子さん）という平成的な歌に差し替えています。（墓場鬼太郎ＤＶＤ第２巻）。 

 さて、薬の話。右はテトラミド（一般名ミアンセリン）という、昔からある四環系の
抗うつ剤です。４つの輪があるので四環系。4だから「テトラ」。わかりやすいです
ね。三環系の抗うつ剤より作用・副作用がマイルドなのが特徴。ただし、ヒスタミ
ンＨ１遮断作用による眠気が超強いので、睡眠薬代わりに使われるほどで、うつ
の方をゆっくり眠らせてあげる意味でいい薬かなと思っています。うつ病自体への
作用は理論上は弱いようですが、未だに使われる理由かな、と思っています。 

 さて左は何でしょう？これが商品名「レメロン」（ミルタザピン）という「ＮａＳＳＡ」
（Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant）、日本語では「ノ
ルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ剤」という「新分類」の抗
うつ剤です。構造的違いは、もう、間違い探しクイズのレベル。ミアンセリンとミ
ルタザピン、「Ｎ」が一個違うだけです。 構造の違いを前出の曲に例えるなら
「Corazon de Melon」→「メロンの気持ち」くらい。看板は「四環系」→「ＮａＳＳ
Ａ」で、何だか「メロンの気持ち」→「君にメロロン」、昭和から平成になった感じ。
まあ、ＮａＳＳＡ（ナッサ）はＮＡＳA（アメリカ航空宇宙局）じゃないからねっ！ 

 ＮａＳＳAについて：前シナプス（神経を伝達する方）α2受容体はノルアドを放出を制御する自己受容
体なので、コイツを遮断するとノルアドが出ちゃうし、セロトニン神経も刺激されて出ちゃう。後シナプス
（伝達を受ける方）ではセロトニン5-ＨT2と5-ＨＴ3を遮断するのですが、5-ＨＴ1（不安を抑制する受容
体）は遮断しないので、出たセロトニンは多くが5-ＨT1に行って抗不安の作用。また5-ＨＴ3遮断作用は、
抗がん剤の制吐剤で語られるとおり、吐き気などの副作用を軽減します。理論上は凄く都合のいい薬。
実はテトラミドも、ＮａＳSAとしての作用がありますが、その作用はレメロンの方が理論上強いです。 
 さて、レメロンの眠気：ヒスタミンＨ１遮断作用による眠気の副作用はテトラミドと同じ。ただし、レメロンは、
半減期が23.3～32.7 時間（単回投与試験）なので…１日中眠い人が出てくるようです。テトラミドは半
減期18時間程度で、睡眠薬の代わりにという選択肢は「あり」。レメロンの場合は「眠気が治療上プラス
に働く」（不眠傾向のうつ）ならばＯＫなのかな。さらに開発治験データから見れば「体重増加」が凄いで
すね。国内臨床試験（３つ）の「性別での有害事象発現状況」の表がありましたが、男性での体重増加
は2～4.9％に対し、女性は8.2～23.5％。眠気と体重増加は、薬の「認容性」に課題を残しているよう
に思われます…まあ、どの抗うつ剤も特徴的副作用はあるので、状況に合ったものを…ということ。 

 理論的に言えば「カリフォルニアロケット！」（ＳＮＲＩとの併用療法）という、何やらヒーローの必殺技の
ような治療法もあるようです。ＮａＳＳＡはノルアドとセロトニンを「放出」しますが、ＳＮＲI（セロトニン・ノル
アドレナリン再取り込み阻害剤）で双方を消失させない（排水溝を閉じたようなイメージ）。理論上、Ｎａ
ＳＳＡ（放出系）と「再取り込み阻害系」との併用は、できそうですね。以上、ゲゲゲの鬼太郎の一コマ
からの感想（？）でした。ちなみに「レメロン」は別名「リフレックス」（２社が併売）です。 
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PMDA 医療安全情報の活用について 

１．はじめに 
 医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）では，平成19年度から，収集されたヒヤリ・
ハット事例や副作用・不具合報告の中から，同様の事象が繰り返し報告されている事例等につい
て「PMDA医療安全情報」を作成し，医療従事者の方々に広く周知を図っています。「PMDA医療
安全情報」については，平成19年11月の本誌No.241で新規の掲載について，平成21年10月の
本誌No.262でその後の掲載状況を紹介していますが，医薬品・医療機器を安全に使用するため
にお役立ていただきたく，改めて，その内容，閲覧方法についてお知らせします。 

２．「PMDA医療安全情報」について 
 「PMDA医療安全情報」では，これまでに収集されたヒヤリ・ハット事例や副作用・不具合報告の
中から，同様の事象が繰り返し報告されている事例若しくは医療安全の観点から添付文書改訂
等につながった事例などについて注意喚起しています。 
 図１に「PMDA医療安全情報」の例を示します。医療従事者に対して安全に使用するために注意
すべき点などを，イラストや写真などを用いてわかりやすく解説し，広く周知することを目的に作成
しています。「PMDA医療安全情報」は，医師・薬剤師・看護師・臨床工学技士等の医療従事者，
人間工学分野などの専門家及び医薬品又は医療機器製造販売業者の業界団体の意見を参考
として，PMDAが作成し公表しています。 
 現在，公表中の「PMDA医療安全情報」は表１をご覧ください。 

図1（一部） 
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表１ 公表中のPMDA医療安全情報（平成25年２月１日現在）  

３．閲覧方法について 
 医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載されていますので，院内での情報共有や研修な
ど医療安全活動にお役立てください。また，ホームページへの掲載と同時に，メール配信サービス
「PMDAメディナビ」でも配信しておりますので，「PMDAメディナビ」に登録いただき迅速な入手に是
非ご活用ください。 
○医薬品医療機器情報提供ホームページ 
 http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/iryo_anzen.html 
○PMDAメディナビの登録 
 http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html 

４．最後に  
 「PMDA医療安全情報」は，今後も順次追加掲載される予定ですので，病院等における安全管
理の責任者の方々はじめ医療従事者におかれましては，医薬品・医療機器の安全使用の推進の
ためにご活用ください。 

No /発行年月日/タイトル 
１ 平成19年11月/栄養チューブ閉塞時の注意点について 
２ 平成19年11月/蘇生バッグの回収について 
３ 平成20年１月/気管切開チューブへのスピーチバルブ等の誤接続の注意について 
４ 平成20年６月/在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について 
５ 平成20年６月/微量採血のための穿刺器具の取扱いについて 
６ 平成20年10月/抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与（過剰投与）について 
７ 平成21年１月/人工呼吸器の取扱い時の注意について（その１） 
８ 平成21年２月/インスリンペン型注入器とその注射針（Ａ型専用注射針）の組み合わせ使用について 
９ 平成21年２月/ジャクソンリース回路の回収について 
10 平成21年５月/自動体外式除細動器（AED）の適切な管理について 
11 平成21年８月/人工呼吸器の取扱い時の注意について（その２） 
12 平成21年９月/止血用圧迫帯（止血用カフ）の誤接続使用について 
13 平成21年10月/ガスボンベの取り違え事故について 
14 平成22年２月/電気メスの取扱い時の注意について（その１） 
15 平成22年３月/電気メスの取扱い時の注意について（その２） 
16 平成22年４月/電気メスの取扱い時の注意について（その３） 
17 平成22年５月/プレフィルドシリンジ製剤の取扱いについて 
18 平成22年６月/微量採血のための穿刺器具による採血時の注意について 
19 平成22年９月/カリウム（K）製剤の誤投与について 
20 平成22年11月/人工呼吸器の取扱い時の注意について（その３） 
21 平成23年１月/輸液ポンプの流量設定時の注意について 
22 平成23年２月/血液浄化用回路の取扱い時の注意について 
23 平成23年４月/インスリン注射器の取扱い時の注意について 
24 平成23年６月/ニードルレスバルブ使用時の注意について 
25 平成23年９月/ＭＲＩ検査時の注意について（その１） 
26 平成23年９月/ＭＲＩ検査時の注意について（その２） 
27 平成23年10月/溶解液が添付されている医薬品の取扱いについて 
28 平成23年11月/血糖測定器の取扱い上の注意について 
29 平成23年12月/心電図モニタの取扱い時の注意について 
30 平成24年４月/気管チューブの取扱い時の注意について 
31 平成24年５月/注射用放射性医薬品の取扱い時の注意について 
32 平成24年６月/閉鎖式吸引カテーテルの取扱い時の注意について 
33 平成24年９月/手術時の熱傷事故について 
34 平成24年10月/グリセリン浣腸の取扱い時の注意について 
35 平成24年10月/気管切開チューブの取扱い時の注意について 
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エストラジオール（エストラーナ、ジュリ
ナ、ディビゲル） 

エストラジオール安息香酸エステル 

エストラジオール吉草酸エステル 

以下、エストリオール、配合剤等 

２４７ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 

２４８ 混合ホルモン剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］ 追記 「未治療の子宮内膜増殖症のある患者」 

ソフィアＡ配合錠 
ノルエチステロン・メストラノール
（更年期障害の効能を有する製
剤） 

２４８ 混合ホルモン剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］             追記 
［重要な基本的注意］    追記 

「未治療の子宮内膜増殖症のある患者」 

「投与前に病歴、家族素因等の問診、乳房検診並びに婦人科検診（子宮を有
する患者においては子宮内膜細胞診及び超音波検査による子宮内膜厚の測
定を含む）を行い、投与開始後は定期的に乳房検診並びに婦人科検診を行う
こと。」 

エストラーナテープ（久光製薬）ディビゲル（ポーラファルマ＝持田製薬）、エストリール錠など 

【余談】  この紙面では、時折、温泉の話題を書いてみるのですが、温泉水の濃度や効能については、
面白いものがあると考えていますし、太古の昔から、湯治という言葉があるのですから…。 

 そんなわけで温泉のイベント。 
 既に半年ほど出遅れましたが。 
 人吉でのイベント、その名も 

「泉極ＳＡＧＡＲＡ」熱湯伝 
 「戦国ＢＡＳＡＲＡ」というカプコン
のゲームにあやかって、泉を極め
る相良一族という雰囲気ですか。 
 花火大会と夏目友人帳をコラボ
させたり、人吉は、なかなか楽しい
イベントをやるものです。 

 まだまだ5/20まで参加可能の様子ですが、全湯42湯を制覇、「天下湯一」すれば、泉極特製名刀
（包丁）がもらえるらしいです。人吉という、古くからの天然かけ流しの伝統的温泉地に「モバイルラ
リー」という新旧対比。伝統の鍛冶技術とのコラボ。人吉市観光振興課、なかなかやりますね。 
 八代も、何かあるといいですね。 
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PM2.5報道が大人しくなったなぁ 

2月27日に開催された第3回専門家会合において専門家会合報告が取りまとめられ、注意喚起
のための暫定的な指針」から、70マイクログラム/1立方メートルの線引きができました。 

 当初は（いつものマスコミの行動のパターン通りに）凄い
報道ラッシュで、いわゆるコメンテーターも（良く知らない
ままに）中国は怪しからんとか、思いっきり危機を煽って
おりました…自身の影響力に反比例した軽薄な言動姿
勢…まず、調べて、理解してから報道すればいいのに。   
 右は、「都内のＰＭ2.5 環境の現状と発生源調査の状
況について」（（財）東京都環境整備公社東京都環境科
学研究所、上野氏）の論文から引用しました。何かを燃
やせばｐｍ2.5は排出されるもの。その濃度推移や暴露
時間、影響人数などの実態が大切。 

 左の図は、松山市のＨＰから引用しました
「ＰＭ2.5」の大きさを示す図です。さらに、環
境基準として、環境省ＨＰでは「環境基本法
第16条第１項に基づく人の健康の適切な保
護を図るために維持されることが望ましい水
準として以下のとおり環境基準を定めていま
す。１年平均値 15μg/m3以下 かつ １
日平均値 35μg/m3以下 （平成21年9
月設定）」とされています。 
 さらに「平成25年2月13日に大気汚染及
び健康影響の専門家による「PM2.5に関する
専門家会合」の第1回を開催」し 「平成25年 

 左は、日本禁煙学会が
出している「受動禁煙ファ
クトシート」から引用の図。 
 マスコミが大騒ぎした40
だ70だという数字を遥か
彼方に置き去りにして、数
百から1600までの「タバコ
によるＰＭ2.5」の数字が
並びます。 
 濃度と影響人数からす
れば、町でのＰＭ2.5をあ
れだけ大騒ぎして報道す
るのならば、多数の人が
集まる場所での緊急事態
レベルのＰＭ2.5について
も同様に、大騒ぎして伝え
るべき事柄でしょう。 
 タバコとＰＭ2.5の関連が
言われ始めたとたん、報
道が大人しくなりました。 
 大スポンサーだから？ 
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抗うつ剤、少しまとめておきましょうか 

 冒頭に「抗うつ剤」の話を書いてしまいましたので、「理屈の上で」少しまとめてみます。 

 抗うつ剤には、三環系、四環系という、化学構造から分類された少し古いものがあって、若干派
生種が出た後に、ＳＳＲI（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors：選択的セロトニン再取り込み阻
害剤）、ＳＮＲＩ（Serotonin & Norepinephrine Reuptake Inhibitors：セロトニン＆ノルアドレナリン再取
り込み阻害剤）、冒頭記事のＮａＳSAなどが発売されました。 
 さて、これらが「脳の中で」何をしているかを考えてみましょう。 
 考えやすくするために「ヒトの性格を、脳内伝達物質と関連付けて」みます。 
 色の三原色の「赤、青、黄色」で、様々な色が作られるように、ヒトの性格も、「衝動＝セロトニン」
「覚醒＝ノルアド」「快楽＝ドパミン」の３者の調整で形作られるというように単純化して考えます。 

 昔からある三環系（トリプタノール、トフラニールなど）は、効果に関しては今でも基準薬です。神経伝達物質
についても、ほぼ全部アゲで、効きますから。ただし、アセチルコリン受容体、α受容体なども遮断してしまい、
口渇や眠気、尿閉、血圧低下、不整脈などを起こす危険性もはらんでいて、そこが使いづらい点になってい
ます。四環系は、その三環系の副作用改良版（？）という雰囲気。作用も若干弱まった感じですが、高齢者
等が多い日本では、副作用回避という思考で、かなりたくさん使われたように思っています。 
 ＳＳＲＩ（セロトニンの再吸収阻害）は今は主流という感じで使われます。この群の薬剤で問題になった銃乱射、
凶暴化、自殺企図等の警告が出るのも、理論上は「衝動にぶれる」＝薬が多すぎた、という意味で理解しや
すい。ＳＮＲＩ（セロトニンとノルアドの再吸収阻害）やＮａＳＳＡなども、伝達物質増減で考えれば、分かりやすい
と思います。さて、現在の抗うつ剤はドパミン関連にはあまり作用しません。統合失調症薬副作用で分かる通
り、遮断するとパーキンソン的副作用（錐体外路症状）が出ますし、作用強度的に使い方が難しい感じです。
アリピプラゾール（エビリファイ）をドパミン調整薬として、うつに…というのは聞きますけどね。 

 左が、３者の性格上のバランスを示した図です。うつ
病では、これらの神経伝達物質が減り、バランスが崩
れて症状が出ていると考えます。（下の図） 

 抗うつ剤の作用を単純化する
と、「神経細胞と神経細胞の間
を伝達する物質（セロトニンな
ど）が減っているので、できるだ
け「細胞間」に満たしておくもの」
です。本来、伝達物質は、再取
り込みされたり、伝達先にスッと
入ってしまって細胞の間から消
えてしまうのですが、その再取り
込みを阻害したり、受容体を遮
断したり、分泌させたり…、なん
とか「満たしておこう」と働きます。 


