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 プロスタグランジンという系統の薬がありま
す。プロスタ…と言うくらいですから、前立腺
関連・付近…と想像の如く、「ヒトの精漿内
の物質が、平滑筋を収縮させる作用を持っ
ている」ということが発見の発端のようです。
その後、体のあちこちにあることが分かり、ア
ラキドン酸カスケードだのと（薬理学授業で
呻きたくなる分野）発展して、血管では、拡
張・血圧低下、血小板凝集抑制。胃に対し
ては胃酸分泌抑制と粘膜保護。腸管などに
は運動促進など、体のあちこちで作用する
物質だったことが分かりました。プロスタ＝前
立腺限定じゃなかったようです。 

 プロスタグランジンＥ１（ＰＧＥ１）は左の構造。C20H34O5。商品名ではリ
プル（アルプロスタジル）だったり、オパルモン（誘導体リマプロスト）だった
りしますが、血管拡張、血流改善という作用です。類似でＰＧＩ2（誘導体
がベラプロスト：商品名プロサイリン）もあります。 

 プロスタグランジンF2αは、右の構造で、ジノプロストン、商品名プロス
タルモンＦ注射液です。陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進だったり、腸管
蠕動亢進など、平滑筋が収縮する感じの作用が並びます。 

 一般名ミソプロストールが、商品名「サイトテック」。プロスタグランジン
Ｅ１誘導物質で、効能は、胃潰瘍・十二指腸潰瘍ということになります。
胃酸分泌抑制、胃の粘液等の分泌促進という作用なのですが、平滑
筋収縮の問題があります。子宮収縮作用による流産のデータあり。単
なる胃薬と思って、妊婦にあげたりすると、事故可能性。恨まれること
になりかねません。「患者が他人に譲るリスク」の管理も重要。 

 緑内障用の眼薬も、かなりの数がプロスタグランジン系で、商品名で言えば、キサラタン、レスキュラ、タ
プロス…とあるのですが、一般名（成分名）で、～プロスト、～プロストンという名前のモノが該当します。経
ぶどう膜強膜流出路の房水流出を増やして眼圧を下げる働きがあります。 

 さて、最近、便秘に対する新薬が発売されました。商品名アミティーザ。
成分名ルビプロストン（左）。「私は」ＰＧ類似と推測しています。ただし、薬
品メーカーは「ＰＧ作用は無い」 「クロライドチャネルアクチベーターという
新分野」「便の水分を増やすので効く（カマグ等と同じ理屈）」と言います。 
 さて、下剤は、他人に譲る人が多いから要注意ですね。特に妊婦への
不用意な譲渡。この点について、承認時審査資料では8～13頁の議論
で「ＰＧ活性不明、調べよ」、72～73頁には、「ＰＧ活性の検討不十分、
活性代謝物Ｍ3（15-ヒドロキシ-ルビプロストン、左下枠で囲った図）のＰＧ
活性を調べよ、実験データ（ラットの胎児喪失）から流産の懸念あり」とし
て「禁忌：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人」の注意書きを付けて
います。宣伝と審査資料の違いは、永遠のテーマかな。 

ルビプロストン 

（Ｍ3） 
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「医薬品リスク管理計画」の実施について 

１．はじめに 
 「医薬品リスク管理計画」（RMP : Risk Management Plan）は，個々の医薬品について安全性上
の検討課題を特定し，使用成績調査，市販直後調査等による調査・情報収集や，医療関係者へ
の追加の情報提供などの医薬品のリスクを低減するための取組を，医薬品ごとに文書化したもの
です。 
 平成25年４月１日以降に製造販売承認申請される新医薬品とバイオ後続品からRMPの策定が
求められています。 

２．「医薬品リスク管理計画」の概要 
 医薬品は，有効性とともに一定のリスク（副作用）を伴うものであり，リスクをゼロにすることはで 
きませんが，これを可能な限り低減するための方策を講じ，適切に管理していくことが重要です。こ
れまでも，薬事法のもと，承認審査の過程を経てリスクを低減するために必要な注意事項が添付
文書に「使用上の注意」として記載されるとともに，副作用報告制度，市販直後調査制度，安全
性定期報告制度，再審査・再評価制度により，必要な安全対策が図られてきました。また，医薬
品の製造販売後に実施される調査・試験については，その計画の策定にあたり参照すべきガイド
ラインとして国際整合した「医薬品安全性監視の計画について」が示され，対応が行われてきまし
た。 
 医薬品の安全性の確保のためには，開発の段階から承認審査を経て製造販売後に至るまで，
常に医薬品のリスクを適切に管理する方策を検討することが重要であり，今回導入されるRMPは，
現在行われているこれらの取組を医薬品ごとに文書化し，関係者で共有できるようにすることで，
市販後安全対策の一層の充実強化を図ろうとするものです。平成24年４月に「医薬品リスク管理
計画指針について」及び「医薬品リスク管理計画の策定について」が通知され，RMP策定のための
指針，様式，提出等の取扱いが示され，平成25年４月１日以降に製造販売承認申請される新医
薬品とバイオ後続品からRMPの策定が求められることになりました。 
 RMPは，基本的に３つの要素（「安全性検討事項」「医薬品安全性監視計画」「リスク最小化計
画」）から構成されます。得られた知見に基づいて「安全性検討事項」を特定し，それぞれの安全
性検討事項について「医薬品安全性監視計画」及び「リスク最小化計画」を策定し，またこれに加
え，必要に応じて有効性に関する調査・試験の計画を作成することが求められます。これらの計画
の全体を取りまとめ文書化したものがRMPです。 

（１）安全性検討事項 
 「安全性検討事項」については，開発段階で得られた情報や市販後の副作用報告などから明ら
かとなったリスクのうち，医薬品のベネフィット・リスクバランスに影響を及ぼしうる，又は保健衛生上
の危害の発生・拡大の恐れがあるような重要なものについて，「重要な特定されたリスク」，「重要
な潜在的リスク」，「重要な不足情報」の３つのリスク・情報を特定することが求められます。（図１） 
 例えば，臨床データにおいて医薬品との関連性が確認されている場合や市販後に多くの自発報
告があり時間的関連性などから因果関係が示唆される場合など，関連性に十分な根拠がある重
要な副作用は「重要な特定されたリスク」とされ，非臨床データから予測される又は同種同効薬で
は認められているが，当該医薬品の臨床試験では確認されなかった重大な副作用は「重要な潜
在的リスク」とみなされます。また，高齢者や腎・肝機能障害患者など臨床試験の対象から除外さ
れていた患者集団であるものの実地医療では高い頻度での使用が想定される場合など，安全性
を予測するにあたり不足している情報は「重要な不足情報」と位置づけられます。 
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（２）医薬品安全性監視計画 
 「医薬品安全性監視計画」とは，特定された「安全性検討事項」を踏まえて，情報を収集するため
に市販後に実施される調査・試験の計画であり，これには「通常の医薬品監視活動」と「追加の医薬
品監視活動」があります。 
 全ての医薬品では，通常，市販後に副作用症例や文献情報等の収集が行われますがこれは「通
常の医薬品安全性監視活動」であり，これに加えて実施されるもの，例えば新医薬品における「市販
直後調査」や再審査・再評価申請のために実施される「使用成績調査」や「製造販売後臨床試験」
などは「追加の医薬品安全性監視活動」に位置づけられます。（図２） 

図１ 

図２ 

（３）リスク最小化計画  
 「リスク最小化計画」は，開発段階で得られた情報や市販後の副作用報告などから明らかとなった
リスクを最小に抑えるための安全対策の計画です。 
 どのような副作用が起こり得るのか，どのような患者で注意が必要なのかといった情報は「使用上
の注意」として添付文書に記載されますが，このような情報提供は，通常全ての医薬品に共通して
行われる基本的な安全対策であり「通常のリスク最小化活動」にあたります。また，医薬品によっては
重大なリスクの更なる低減のために，市販直後調査による医療関係者への頻繁な注意喚起や重要
な注意を要する医薬品について適正使用を周知するための資材の配布を行う場合や，登録した医
師のみ処方を可能とする，患者にインフォームドコンセントを得たうえで投与するといった条件を設定
する場合があります。これらは通常行われる添付文書による情報提供に加えて実施されるものであり，
「追加のリスク最小化活動」に位置づけられます。（図２） 
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（ ４）医薬品リスク管理計画の見直し  
 RMPは一度策定すれば終わりというものではなく，市販後に得られた新たな安全性・有効性の情
報に基づき常に見直しを行う必要があります。例えば，新たな副作用が判明した場合など安全性
検討事項の内容に変更があった時，計画に基づき実施した調査又は試験が終了して新たな知見
が得られた時などが挙げられます。このようにRMPは医薬品の一生にわたって計画の策定，実施，
評価，見直しが継続して行われていくことになります。（図３）また，見直しの結果は医薬品医療機
器総合機構（以下，「総合機構」という。）に報告され，その妥当性の確認が行われます。 

３．今後の取り組み  
 RMPの策定と実施が確実に履行されるように，RMPを承認の条件として義務付け，その策定と実
施を製造販売業者が守るべき市販後安全管理基準の中に位置づけることとしました。このため，
必要な省令（「医薬品，医薬部外品，化粧品及び医療機器の製造販売後安全性管理の基準に
関する省令」（GVP省令）及び「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施に関する省令」
（GPSP省令））の改正を平成25年３月11日に行い，一定の周知・準備期間を設けて平成26年10
月１日から施行することとしています。よって，これ以降に承認される医薬品については，医薬品リ
スク管理計画の策定・実施が承認条件として付与されることになります。 
 また，後発医薬品については，現在，参加希望企業を対象にRMP作成の試行を行っており，今
後，この結果を踏まえて後発医薬品における運用方法を検討のうえ，別途RMPの策定を求めてい
くこととしています。 

４．医療関係者へのお願い  
 平成25年４月１日以降に承認申請される新医薬品及びバイオ後続品では，承認申請時にRMP
の案が提出され，承認審査における検討を経て，承認後に最終的なものが提出されることになり
ます。また，平成25年４月１日以降に新たな安全性の懸念が判明した既承認の品目についても
新たにその提出が求められることになります。このようにして提出された医薬品リスク管理計画書は，
今後，総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載して公表することとしています。 
 医療関係者においては，RMPの内容を把握し，それぞれの医薬品に現時点でどのようなリスクが
あり，それに対してどのような安全対策が実施されているかを理解して適正使用に活用いただくこ
とが望まれます。また，市販後の調査・試験の円滑な実施には，医療関係者の理解と協力が必
要であり，どのようなリスクについてどのような調査・試験が実施されているかを理解し，これに積極
的に参画していただくようご協力をお願いします。 

図3 



5 

テグレトール 
カルバマゼピン 

１１３ 抗てんかん剤 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「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、紅皮症（剥脱性
皮膚炎）： 

重篤な皮膚症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、眼充
血、顔面の腫脹、口唇・口腔粘膜や陰部のびらん、皮膚や粘膜の水疱、多数
の小膿疱、紅斑、咽頭痛、そう痒、全身けん怠感等の異常が認められた場合
には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

また、これらの症状のほとんどは本剤の投与開始から３ヵ月以内に発症するこ
とから、特に投与初期には観察を十分に行うこと。」 

プレミネント配合錠など 
ＡＲＢと利尿剤の合剤 

２１３ 利尿剤 

２１４ 血圧降下剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「急性近視、閉塞隅角緑内障： 

急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障があらわれることがあ
るので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中
止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。」 

ガバペン錠 
ガバペンチン 

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 

「横紋筋融解症： 

横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱
力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等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。また、横紋筋融解症による急性腎
不全の発症に注意すること。」 

濃厚ブロチンコデイン配合シロップ   ２２４ 鎮咳去たん剤 

コデインリン酸塩水和物         ２２４ 鎮咳去たん剤 ８１１ あへんアルカロイド系麻薬 

改訂箇所 改訂内容 

［相互作用］ 追記 
 
 
［妊婦、産婦、授乳婦等への投
与］一部改訂 
 
 
［その他の注意］ 新設 

「本剤に含まれるコデインリン酸塩水和物は、主として肝代謝酵素UGT2B7、
UGT2B4及び一部CYP3A4、CYP2D6で代謝される。」 

「授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること。〔母乳への移行に
より、乳児でモルヒネ中毒（傾眠、哺乳困難、呼吸困難等）が生じたとの報告が
ある。なお、CYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid 
Metabolizer）では、母乳中のモルヒネ濃度が高くなるおそれがある。〕」 

「遺伝的にCYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid 
Metabolizer）では、本剤に含まれるコデインリン酸塩水和物の活性代謝産物で
あるモルヒネの血中濃度が上昇し、副作用が発現しやすくなるおそれがあ
る。」 
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ネクサバール錠 
ソラフェニブトシル酸塩 

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」 
追記 

「ネフローゼ症候群、蛋白尿： 

ネフローゼ症候群、蛋白尿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。」 

「低ナトリウム血症： 

意識障害、全身倦怠感、嘔吐等を伴う低ナトリウム血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。」 

ランマーク皮下注 
デノスマブ 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

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

追記 

「本剤又はビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、非外傷
性の大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折が発現したとの報告
がある。これらの報告では、完全骨折が起こる数週間から数ヵ月前に大腿部
や鼠径部等において前駆痛が認められている報告もあることから、本剤の投
与開始後にこのような症状が認められた場合には、Ｘ線検査等を行い、適切な
処置を行うこと。また、両側性の骨折が生じる可能性があることから…（略）」 

「アナフィラキシー： 

アナフィラキシ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。」 

「大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折： 

大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折を生じることがあるので、
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。」 

 

ベクティビックス点滴静注
パニツムマブ 

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」 
追記 

「低マグネシウム血症： 

QT延長、痙攣、しびれ、全身倦怠感等を伴う低マグネシウム血症があらわれ
ることがあるので、血清中電解質をモニタリングするとともに、症状の発現に十
分注意すること。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。なお、低マグネシウム血症に起因した、低カルシウム血症、低カ
リウム血症等の電解質異常を伴う場合には、特に症状が重篤化することがあ
るので注意すること。」 

フィニバックス点滴静注用
ドリペネム 

６１３ 主としてグラム陽性・陰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 

「痙攣、意識障害： 

痙攣、意識障害等の中枢神経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直ちに投与を中止し、適切な処
置を行うこと。特に腎障害や、脳血管障害等の中枢神経障害のある患者に起
こりやすいので、投与する場合には注意すること。」 
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サーバリックス 
組換え沈降２価ヒトパピローマウ
イルス様粒子ワクチン 

６３１ ワクチン類 

改訂箇所 改訂内容 

［副反応］の「重大な副反応」 
追記 

「急性散在性脳脊髄炎（ADEM）： 

急性散在性脳脊髄炎（ADEM）があらわれることがある。通常、接種後数日か
ら２週間程度で発熱、頭痛、痙攣、運動障害、意識障害等があらわれる。本症
が疑われる場合には、MRI等で診断し、適切な処置を行うこと。」 

「ギラン・バレー症候群： 

ギラン・バレー症候群があらわれることがあるので、四肢遠位から始まる弛緩
性麻痺、腱反射の減弱ないし消失等の症状があらわれた場合には適切な処
置を行うこと。」 

ベタフェロン皮下注用 
インターフェロンベータ－１ｂ 

６３９ その他の生物学的製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「自己免疫現象： 

自己免疫現象によると思われる症状・徴候〔自己免疫性肝炎、全身性エリテマ
トーデス、１型糖尿病の増悪又は発症〕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し、適切な処置を行うこ
と。」 

「ネフローゼ症候群： 

血清総蛋白減少、血清アルブミン低下を伴う重篤な蛋白尿が認められること
があるので、定期的に尿検査（尿蛋白）を行うこと。異常が認められた場合に
は減量又は休薬するなど適切な処置を行うこと。」 

テラビック錠 
テラプレビル 

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 
 
 
 
 
［副作用］の「重大な副作用」 

一部改訂 
 
 
 

追記 

「ヘモグロビン濃度、白血球数、好中球数及び血小板数の検査は、投与前及
び投与開始12週間は少なくとも毎週、その後は４週間に１度実施すること。ま
た、易感染性となり、感染症及び感染症の増悪を誘発することがあるので、白
血球分画及びCRP値についても同様に測定すること。」 

「敗血症： 

易感染性となり、感染症及び感染症の増悪を誘発し敗血症に至ることがある
ので、臨床症状（発熱等）及び定期的な白血球分画、CRP値測定等十分な観
察を行い、患者の全身状態を十分に観察し、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。」 

「間質性肺炎： 

咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状や発熱、また、胸部Ｘ線異常等があらわれた
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。また、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には直ちに連絡するよう患者に
注意を与えること。」 

「消化管出血（下血、血便等）、消化管潰瘍： 

観察を十分に行い、異常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。」 
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【新規仮採用薬】 

アジルバ錠20㎎（アジルサルタン（ＡＲＢ）：武田） 

【効】高血圧症 

平成25年度 第1回 薬事委員会（4/23火曜 17時） 

ゾラデックス1.8ｍｇデポ（ゴセレリン：アストラ） 

【効】子宮内膜症 

サーバリックス（ＨＰＶワクチン：グラクソ） 

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（ＨＰＶワクチン：ＭＳＤ） 

【効】子宮頚がんワクチン 

(麻)アルチバ静注用5ｍｇ（レミフェンタニル：ヤンセン） 

【効】全身麻酔の導入及び維持における鎮痛 

【緊急購入薬】 

アピドラ注ソロスター（ｲﾝｽﾘﾝグルリジン(超速効)：ｻﾉﾌｨ） 

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病 

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ（ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ：参天） 

【効】中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 

パキシルCR12.5mg、25mg（ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ：GSK） 

【効】うつ病・うつ状態 

【院外処方分】 

トレシーバ注フレックスタッチ（ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ(持続)：ノボ） 

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病 

【その他】 
【削除・変更等】 

•セフォセフ（スルペラゾン後発）が製造休止→セフォン静注用１ｇへ4月中に変更。 
•セロトーンが期限切れ。 （アロキシ処方多し）削除へ。 
•プレラン、コバシル削除、タナトリル採用へ変更。 
•アルチバ5ｍｇ採用に伴い、誤投薬防止の観点から、アルチバ2ｍｇ削除。 
•パキシルＣＲ導入に伴い、パキシル10ｍｇ削除。 

【有害事象報告】 
8件報告（省略） 

トラゼンタ錠５ｍｇ（リナグリプチン(ＤＰＰ4) ：ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ） 

【効】２型糖尿病 

レキップCR2mg、8mg（ロピニロール ：グラクソ） 

【効】パーキンソン病 

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ（ノギテカン：日本化薬） 

【効】小細胞肺癌、がん化学療法後に増悪した卵巣癌。 

ケアロードＬＡ60ｍｇ（ベラプロスト：アステラス） 

【効】肺動脈性肺高血圧症 


