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 さて、夏も近づいてくると、痩せる効能を言いだす健康
食品などのＣＭが全開になる時期です。食べて痩せるっ
て、どんだけ食べたいんだ～って感じで滑稽なのですが。 
 
 しかし、健康食品系のＣＭは、どうも、「適切」と「不適
切」の境目を探っている感じで、あまり良い感触を持てま
せん。最近のモノで、ちょっと酷過ぎると思ったのは左。 
 「１日の必要カルシウム」という言葉と、「さんまの塩焼き
10皿」「小松菜のサラダ5皿」などの文字が効果的に配さ
れた宣伝です。 
 実は小さな文字で「１日に必要なカルシウム×３人分」
と入っています。また、「ダ○…」ならその半分を１カップ」
とも書いてあります。なんじゃそりゃ、算数なのか？ 
 
 この食品１カップで摂れるカルシウム量は、さんまの塩
焼きに換算すると、 
１カップ分＝10皿÷３（人分）÷２（半分）＝1.6皿 

ということになります。なにか違った感じになってきました。 
 
 さて、皆さんは、カルシウムを摂取したいときに、骨の少
ないサンマを食しますか？骨ごと食べる小魚系じゃ？ 

エネルギー 55kcal 
たんぱく質 3.4g 
脂質      1.2g 
炭水化物 7.6g 
ナトリウム 42mg 
カルシウム 350mg 
ビタミンD 5.0μg 

 なので試みに、シシャモに換算してみましょうか。Ｗ
ＥＢ上で、シシャモ可食部100ｇあたりのカルシウム量
を調べてみると、330ｍｇくらいの数字が出てきます。 

 さて、シシャモ。100ｇは何尾くらいにあたるのでしょうか？1尾平均20ｇ程度
だそうなので、100ｇならば５尾になります。よって上記ＣＭをシシャモで言うと 

このヨーグルト１カップで、１日に必要なカルシウムの半分が摂取でき、シシャモ５尾分に相当します！ 

 シシャモ５尾分で良いのではないでしょうか。１日必要量の半分摂れるということで良いじゃないですか。 
マスコミ業界の大好きな、馬鹿げたセンセーショナリズムには合致しませんが。 

何故、カルシウムが得意分野ではないサンマと比べた！サンマがかわいそうじゃ～ぁないか！ 

 サンマの名誉を回復する必要がありそうなので、少し頑張ります。 
江戸時代は、「サンマが出ると按摩（アンマ）が引っ込む」という言葉があった
ようです。一種の掛け言葉、シャレの要素を含んでいますが、要するに、栄養
のあるサンマを食すると、病気を避けられるという意味のようです。 
 基本的には、たんぱく質より脂質が多い魚と評されたりしますが、健康食品
ではヒット商品になるＤＨＡ（ω３系）などの不飽和脂肪酸を多く含んでいたり、
ビタミンB12、ビタミンD、鉄、銅、亜鉛などを得意分野としている食品と考えら
れます。今は時期ではないですが、サンマの時期には、カルシウム以外を求
めて食してはどうでしょうか。いずれにせよ、食品にはそれぞれ特徴があり、そ
れらを上手に組み合わせる「健康な食事」を心掛けたいものです。 
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【安全性情報のポイント】 

•ケアラム/コルベットという抗リウマチ剤（ＤＭＡＲＤｓ）とワーファリンの併用で死者。 
•ＰＴ-ＩＮＲが増加し、出血・凝固能異常9例中、重篤3例（死亡含む） 
•併用を禁忌にした。 
•併用していたら、コルベット/ケアラムを中止。（当院未採用品） 

【以下、私見】 

（背景）我が国開発の抗リウマチ剤（DMARDs）で1988年創出。英国では1996年に申請され
たが、肝機能と血液学的検査における安全性に懸念があるとして開発中止。2011年8月現在で
は海外開発は無く、同成分を使用中なのは中国のみ。国内は2003年に申請したが海外高用量で
の死亡や肝機能障害等の頻度、MTX(DMARDsの主流）との併用の心配から申請取り下げ。し
かし、2011年MTXとの併用データ(MTX6～8㎎/週)(当時の用法用量のMTX16㎎まで可とは差
がある設定条件)での安全性検討がなされ、有効性としてサラゾピリンとの「非劣勢」で承認さ
れた。ただし承認条件として「全症例を対象に使用成績調査」「安全性及び有効性に関する
データを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講ずる」とされている。 

（私見としては、これほど長く承認までの時間があったのに、安全性・有効性のデータが足ら
ず、市販後調査でデータを集めてから適正な措置を、というのは、海外で開発断念した薬剤に
対する承認態度として適正なのか。承認を慌てず、きちんとデータを揃えたなら、こういった
相互作用は検出できたかもしれないとも考える。(今回は2660人で検出された) また、メー
カーの開発経緯に「当初，非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）として開発を進めたが，その後
のパイロット試験及び非臨床試験の結果から，初期第Ⅱ相試験以降，DMARD としての開発に
変更した」とあるが、ワルファリンと鎮痛剤の相互作用は有名であり、この点について（双方、
自社製品なのだから）販売前に、もっと調べても良かったのではないか、と思うのである。） 

【小さい字の部分の拡大】 

今般、イグラチモド（ケアラム錠及び
コルベット錠、以下「本剤」）とワル
ファリンとの相互作用が疑われる肺胞
出血による死亡例が報告されました。 
 
2012 年9 月12 日の販売開始から
2013 年5 月17 日までの間に、本剤
とワルファリンとの相互作用が疑われ
る出血又は血液凝固能検査値の異常変
動（PT-INR 増加）が9 例〔う 
ち、重篤3 例（上記死亡例を含む）〕
報告されています（販売開始以降の使
用患者数2660人）。そのうち、専門
家の評価により本剤とワルファリンの
相互作用の可能性が否定できないとさ
れた症例は6 例〔うち、重篤3 例（上
記死亡例を含む）〕とされています。 
 

このような状況を考慮し、本剤とワル
ファリンとの併用を「禁忌」とするこ
とにいたし 
ました。 
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レクサプロ、リフレックス 

ジェイゾロフトなどのＳＳＲＩ 

類似内容（ほぼ同一）なので、
まとめて書きます 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［効能・効果に関連する使用
上の注意］追記 
 
 
［小児等への投与］ 一部改訂 

「海外で実施された７～17歳の大うつ病性障害患者を対象としたプラセボ
対照臨床試験において有効性が確認できなかったとの報告がある。本剤
を18歳未満の大うつ病性障害患者に投与する際には適応を慎重に検討す
ること。」 

 

「海外で実施された７～17歳の大うつ病性障害（DSM-Ⅳ＊における分類）
患者を対象としたプラセボ対照の臨床試験において有効性が確認できな
かったとの報告がある。 

＊ DSM-Ⅳ：American Psychiatric Association（米国精神医学会）の
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，4th edition（DSM-
Ⅳ精神疾患の診断・統計マニュアル）」 

サムスカ錠 

トルバプタン  

２１３ 利尿剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「肝機能障害： 

AST（GOT）、ALT（GPT）、γ -GTP、Al-P、ビリルビン等の上昇を伴う肝機
能障害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
た場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

トレドミン 

ミルナシプラン 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［効能・効果に関連する使用
上の注意］追記 
 
［慎重投与］ 追記 
［重要な基本的注意］ 追記 
 
 
 
 
［小児等への投与］ 一部改訂 

「海外で実施された７～17歳の大うつ病性障害患者を対象としたプラセボ
対照臨床試験において有効性が確認できなかったとの報告がある。本剤
を18歳未満の大うつ病性障害患者に投与する際には適応を慎重に検討す
ること。」 

「高血圧のある患者」 

「高血圧クリーゼ、血圧上昇があらわれることがあるので、適宜血圧・脈拍
数等を測定し、異常が認められた場合には、減量、休薬又は中止するなど
適切な処置を行うこと。特に、高血圧又は心疾患のある患者に対しては定
期的に測定すること。」 

「海外で実施された７～17歳の大うつ病性障害（DSM-Ⅳ＊における分類）
患者を対象としたプラセボ対照の臨床試験において有効性が確認できな
かったとの報告がある。 

＊ DSM-Ⅳ：American Psychiatric Association（米国精神医学会）の
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，4th edition（DSM-
Ⅳ精神疾患の診断・統計マニュアル）」 
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スピリーバ吸入用カプセル 

チオトロピウム臭化物水和物 

２２５ 気管支拡張剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「アナフィラキシー： 

アナフィラキシー（蕁麻疹、血管浮腫、呼吸困難等）が発現することがあるので、
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。」 

ネキシウムカプセル 

エソメプラゾールマグネシウム
水和物 

２２５ 気管支拡張剤 

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。」 

トランサミン 

トラネキサム酸 

３３２ 止血剤 

内服剤と注射剤で若干異なりますが、まとめて書きます 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「痙攣： 

人工心肺を用いた心臓大血管手術の周術期に本剤を投与した患者において、
術後に痙攣があらわれることがある。また、人工透析患者において痙攣があら
われたとの報告がある。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。」 

プラザキサ 

ダビガトランエテキシラートメタ
ンスルホン酸塩 

３３３ 血液凝固阻止剤 

改訂箇所 改訂内容 

［効能・効果に関連する使用
上の注意］新設 
［その他の注意］ 新設 

「本剤を人工心臓弁置換術後の抗凝固療法には使用しないこと。」 

 

「適応外であるが、海外で実施された機械式心臓弁置換術後患者（術後３～７
日以内又は術後３ヶ月以上経過した患者）を対象とした本剤とワルファリンの
第Ⅱ相比較・用量設定試験（計252例）において、血栓塞栓事象及び出血事象
がワルファリン投与群と比較して本剤投与群で多くみられた。特に、術後３～７
日以内に本剤の投与を開始した患者において、出血性心嚢液貯留が認めら
れた。」 

タシグナ 

ニロチニブ 

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］ 追記 
 
［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「高血糖があらわれることがあるため、本剤投与中は、定期的に血糖値の測
定を行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。」 

「高血糖： 

高血糖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
場合には適切な処置を行うこと。」 



サワシリン及び 

オーグメンチン、ランサップ 

アモキシシリンに関する変更 

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」 
一部改訂 

 
 
 
 

追記 

「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）、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、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、発熱、頭痛、関節痛、
皮膚や粘膜の紅斑・水疱、膿疱、皮膚の緊張感・灼熱感・疼痛等の異常が認
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、好酸球性肺炎： 

間質性肺炎、好酸球性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発
熱等が認められた場合には、速やかに胸部Ｘ線、胸部CT等の検査を実施する
こと。間質性肺炎、好酸球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。」 

ラミシール 

テルビナフィン塩酸塩 

６２９ その他の化学療法剤 

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 
 
 
 
 

「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）、急性全身性発疹性膿疱症、紅皮症（剥脱性
皮膚炎）があらわれることがあるので、本剤の投与中は観察を十分に行うこ
と。」 

「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）、急性全身性発疹性膿疱症、紅皮症（剥脱性
皮膚炎）： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性全身性発疹性膿疱症、紅
皮症（剥脱性皮膚炎）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し、適切な処置を行うこと。」 

「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。」 

「亜急性皮膚エリテマトーデス： 

亜急性皮膚エリテマトーデス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。」 

クラリス、ランサップ 

クラリスロマイシンの変更 

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」 
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）、多形紅斑： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑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、副腎
皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。」 
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「健康な食品」は、食物として変な言葉 
「健康な食事」ならわかるけど 

 ある青汁のＣＭ。 
野菜と比較して、ど
れだけ凄いかを言
いたい様子です。 
 
 何となく分かると
思うのですが、そも
そも野菜のしぼり汁
が、野菜を遥かに
超えるというのは… 

 そういえば、1970年の超Ｂ級映画に「Attack of the Killer Tomatoes! 」
なるものがありました。内容的には、トマトが急にヒトを襲い始めるというもの。
といっても、トマトが転がっているだけで、ちっとも怖くないホラー映画ですけ
どね。（続編のリターン・オブ・ザ・キラートマトには、ジョージクルーニーが出
てたといううわさ…こっちは見ていないんですけど） 
 上のような「トマトの実力をちゃんと評価していないＣＭ」を見ると「トマトが
怒って、襲ってくる」シーンが私の脳内で再生されてしまいました。 

  【八代特産であるトマト】青汁の1/38という言われ方ですが…この比較は無いだろうと…。要するに、
青汁25日分の成分と、トマト100ｇ（＝約半個：日本食品標準成分表で１個は200ｇ）の比較です。さ
らに言えば、そもそも、トマトの栄養素としてビタミンＢ6が最も有名でしょうか？それより、緑黄色野菜と
して、βカロテンやリコピンなどが有名でしょ。あまりにも無慈悲な比較！トマトが怒りそうです！ 

 そもそも「健康な食品」って変ですよね。食品は、トマトにせよ、サンマに
せよ、青汁にせよ、それぞれの食材に、それぞれ特徴があるのが当たり
前。何かが多くて、何かが少ない。青汁だって、たんぱく質や脂質の量は
１日所要量と比べれば圧倒的に少ない。いわゆる健康食品といわれるも
のが、それ単独で完全栄養＝健康であったことがない。言いかえれば、
特定成分を多量に含んでいることを、かなり無理な説明で「健康にいい」
とＣＭしています。そもそも「健康な食品」という設定が無理だから。 
 大事なことは、それぞれの食材の長所・短所を理解しながら、それぞれ
の食材をバランス良く摂取する「健康な食事」です。 
 「健康な食品」なんて言葉が変。「健康な食事」があるだけ。でしょ。 

お召し上がり方：１日１袋を目安に水、お湯、牛乳など、お好みに応じて溶かしてお召し上がり下さい。 

【製品のデータをＷＥＢ上のＣＭから調べてみます】 

主要成分（1袋4g当たり）エネルギー：12kcal、たんぱく質：0.34g、脂質：0.080g、糖質：2.3g、食物
繊維：1.6g、ショ糖：0.029g、ビタミンA：6.4μg(レチノール当量)、β-カロテン：74μg、ビタミンB1：
0.13mg、ビタミンB2：0.16mg、ビタミンB6：0.21mg、ナイアシン：1.8mg、パントテン酸：0.44mg、葉
酸：76μg、ビオチン：11μg、ビタミンC：11mg、カテキン：16mg、タンニン：35mg… 

【既に、上の図と成分量が違います】 

例えば、図の左から２番目、βカロテンは、図では「1850μｇでピーマンの4倍」とされてますが、１袋
4ｇ（１日量＝１袋）の量としては74μｇの表記です。すごい差です。そこで、図を良く見ると… 
下の方に「いずれも100ｇ当たりの比較」と小さく書いてあります。え～っ、そりゃないでしょう…。 

１日１袋（４ｇ）が用量なのに、成分比較は100ｇ＝25袋（25日分）で図を書いて… 


