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 お隣の人吉の花火大会。今年もアニメ「夏目友人帳」
とのコラボになっていて、毎年恒例というか、予約殺到
のポスター（左）も、いい感じでしたね。 
 昨年度のポスター（右）は、人吉の薬剤部長から頂き
まして、ひどく感激いたしました。 
 
 人吉は、5月まで「泉極ＳＡＧＡＲＡ～熱湯伝～」（ゲー
ム戦国ＢＡＳARAのオマージュ（？））などで、温泉振興
を行っておりました。 
 人吉の観光資源こんなにあったかな？と思うぐらい、
あちこちに何かのイベントが広報されています。 
 なんだか一つにまとまって、人吉の振興を頑張ってい
る感じが伝わってきます。 

 先日、薬価基準収載品目検討会の会議の際に、帰りの飛
行機まで若干の時間があったので、会議場の四谷から電車で
10分ほど、中野ブロードウエイまで急いで行ったところ、入口に
くまモン看板があったのでびっくりしました。「中野のなかのくま
もと大感謝祭」なるイベントだそうです。 

 中野ブロードウエイの階段に貼ってあったポスターは、牛深
ハイヤだったと思いますが、どうやら、9月28日（土）14:00～、
9月29日（日）13:30～に、中野で牛深ハイヤとくまモンのコラ
ボ企画があるようです。 
 既に4月にもご披露しているのかネットに写真が上がってます 

 こんな感じの、熊本の賑々しいポスターを東京で見れるとは思いませんでした。あちこち頑張ってるなーとい
う雰囲気でした。探し方が悪かったのか、八代は見つけられませんでしたけど、人吉、予算かかってそう。 

 そういえば、銀座にも「銀座熊本館」があります。もし、東京の友人に持っていく
お土産を買い忘れた場合にも、ここで買えます。しかし、数か月前に行った時も、
階段に貼ってあったポスターは人吉関係だったなぁ。人吉のイベント広報の熱
意を感じました。何事も、こうでないといけないようですね。 
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シンポニー皮下注シリンジ 

ゴリムマブ  

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

［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、発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸
器症状に十分注意し、異常が認められた場合には、速やかに胸部レントゲ
ン検査、胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し、本剤の投与を中止す
るとともにニューモシスティス肺炎との鑑別診断（β -Dグルカンの測定等）
を考慮に入れ適切な処置を行うこと。なお、間質性肺炎の既往歴のある患
者には、定期的に問診を行うなど、注意すること。」 

サムスカ錠 

トルバプタン 

２１３ 利尿剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］ 追記 
 
 
［その他の注意］ 新
設 

「本剤の投与初期から重篤な肝機能障害があらわれることがあるため、本剤投与開
始前に肝機能検査を実施し、少なくとも投与開始２週間は頻回に肝機能検査を行うこ
と。またやむを得ず、その後も投与を継続する場合には、適宜検査を行うこと。」 

「適応外であるが、常染色体優性多発性のう胞腎患者を対象として本剤60～120mg/
日又はプラセボを３年間投与した第Ⅲ相二重盲検比較試験において、基準値上限の
２倍を超える総ビリルビン上昇、かつ基準値上限の３倍を超える血清ALT（GPT）上昇
又は血清AST（GOT）上昇が、本剤投与群の２例に認められた。また、基準値上限の
2.5倍を超えるALT（GPT）上昇の発現頻度が、プラセボ群と比較して本剤投与群で高
かった（本剤投与群960例中47例（4.9%）、プラセボ群483例中６例（1.2%））。なお、本剤
投与群における基準値上限の３倍を超えるALT（GPT）上昇の多くは、投与開始３～
14ヵ月の間に認められた。」 

当院使用歴品のみ抜粋 

スルバシリン  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）、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、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、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。」 

グレースビット 

シタフロキサシン  

６２４ 合成抗菌剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
一部改訂 
 
 
 
追記 

「ショック、アナフィラキシー： 

ショック、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、
血圧低下、呼吸困難、皮疹、血管性浮腫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。」 

「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）： 

皮膚粘膜眼症候群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。」 

「偽膜性大腸炎： 

偽膜性大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、頻回の下痢等が認めら
れた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 
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当院使用品のみ抜粋 

ラピアクタ 

ペラミビル水和物  

６２５ 抗ウイルス剤 

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 

「肝機能障害、黄疸が投与翌日等の早期にあらわれることがあるので、投
与直後から肝機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察すること。」 

「肝機能障害、黄疸： 

AST（GOT）、ALT（GPT）、γ -GTP、Al-Pの著しい上昇等を伴う肝機能障
害、黄疸が投与翌日等の早期に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。」 

イトリゾール 

イトラコナゾール  

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」 
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、剥脱性皮
膚炎、多形紅斑： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、
剥脱性皮膚炎（紅皮症）、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するなど適切な処置
を行うこと。」 

サーバリックス/ガーダシル 
ヒトパピローマウイルスワクチン  

６３１ ワクチン類 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注意］ 追記 「発生機序は不明であるが、ワクチン接種後に、注射部位に限局しない激
しい疼痛（筋肉痛、関節痛、皮膚の痛み等）、しびれ、脱力等があらわれ、
長期間症状が持続する例が報告されているため、異常が認められた場合
には、神経学的・免疫学的な鑑別診断を含めた適切な診療が可能な医療
機関を受診させるなどの対応を行うこと。」 

エスカゾール錠 

アルベンダゾール  

６４２ 駆虫剤 

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」 
追記 

「肝機能障害及び黄疸があらわれることがあるので、本剤投与中は定期的
に肝機能検査を行い、異常がみられた場合には減量、休薬等適切な処置
を行うこと。」 

「肝機能障害、黄疸： 

AST（GOT）、ALT（GPT）、ビリルビン及びAl-P等の上昇を伴う肝機能障害
及び黄疸があらわれることがあるので、本剤投与中は定期的に肝機能検
査を行い、異常がみられた場合には減量、休薬等適切な処置を行うこと。」 
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トルバプタンによる肝機能障害について 

１．はじめに 
 トルバプタン（サムスカ錠7.5mg，同錠15mg。以下「本剤」という。）は，腎臓の集合管において，
バソプレシン（抗利尿ホルモン）のV2 -受容体への結合を選択的に阻害する作用を持つ非ペプチ
ド性バソプレシンV2 -受容体拮抗剤であり，国内においては平成22年10月に「ループ利尿薬等の
他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留」の効能・効果で承認され，製造販売業者
の推計では年間約３万９千人（平成24年）の患者に使用されています。 
 本剤の投与後に重篤な肝機能障害が生じた症例が国内外で報告されていることから，本剤の
添付文書に肝機能障害に関する注意喚起を行っていますが，改めて本剤の適正使用に関する
情報提供を行うことを目的として，肝機能障害に関する使用上の注意の改訂の経緯及び症例に
ついて紹介いたします。 

２．本薬肝機能による障害について 
  本剤の審査時に提出された国内臨床試験結果において，本剤による重篤な肝機能障害関連
の副作用の報告はなく，承認時には添付文書上に肝機能障害に関する注意喚起は行われてい
ませんでした。平成24年９月に，国内で因果関係が否定できない肝機能障害症例が認められた
ことから，国内添付文書の「その他の副作用」の項に「肝機能障害，AST（GOT）上昇，ALT（GPT）
上昇，γ-GTP上昇，Al-P上昇，ビリルビン上昇」が追記されました。（中略：ＰＭＤＡの内部の話） 
平成25年７月，厚生労働省は肝機能障害の早期発見のため，製造販売業者に，添付文書の
「重要な基本的注意」の項に投与開始前及び少なくとも投与開始２週間は頻回に肝機能検査を
行うこと等についての記載を行うとともに，国内では適応外ですが，日本を含む15カ国にて行われ
た常染色体優性多発性のう胞腎患者における試験結果についても長期間投与時の肝機能リスク
が認められたことを考慮し「その他の注意」の項に追記するよう指示しました。 

３．本剤の肝機能障害の発現状況について 
 本剤の販売が開始された平成22年12月から，平成25年５月17日までに，死亡例５例を含む
27例の重篤な肝機能障害発現症例が報告されています。このうち本剤の因果関係が否定できな
いと考えられる症例８例（うち死亡例０例）のうち１例について以下に紹介します。（症例は薬剤部Ｈ
Ｐで）また，平成25年４月24日までに製造販売業者が入手した26例の重篤な肝機能障害発現症
例における肝機能障害の発現時期は，投与開始２週間までに多く発現していました。 

一部抜粋 

４．肝機能障害に対する注意事項について 
 本剤の使用に当たっては，口渇感，体重，血圧，脈拍数，尿量，血清ナトリウム値等のモニタリン
グ等が必要ですが，以上の状況を踏まえ，肝機能障害に関する以下の事項にも注意していただき，
引き続き本剤の適正使用のご協力をお願いします。 
①本剤投与開始前に肝機能検査を実施し，少なくとも投与開始２週間は頻回に肝機能検査を
行ってください。また，やむを得ずその後も投与を継続する場合には，適宜検査を行ってください。 
②肝機能障害の症状（疲労，食欲不振，右上腹部不快感，褐色尿，黄疸など）が認められた場
合には直ちに投与を中止し，適切な処置を行ってください。 
 なお，現在の添付文書では，【重要な基本的注意】，【重大な副作用】及び【その他の注意】の項
においては，肝機能障害に関する注意が記載されていますのでご確認ください。   
 （添付文書を確認してください） 
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磁気共鳴画像診断装置に係る使用上の注意の改訂について 

１．はじめに 
 磁気共鳴画像診断装置（以下「MR装置」）は，核磁気共鳴現象を利用し，臓器や血管等を撮
影する医療機器です。 
 これまで，金属を含む医療機器等を体内に植込み又は留置している患者に対するMR検査は，
MR装置から発生する磁場の影響により装着した医療機器等の故障や，体内での移動，発熱によ
る患者の火傷等が生じるおそれがあることから，禁忌・禁止とされてきました。また，MR装置から発
生する磁場により金属がMR装置に吸着されることから，金属を含む医療機器等をMR室内に持ち
込むことについても，禁忌・禁止とされてきました。 
 しかし，近年，植込み型又は留置型の医療機器において，ASTM（American Society for ｔ
esting and Materials）やISO（International Organization for Standardization）などのMR適合性
基準に適合し，MR撮像条件やMR検査実施時の注意点を遵守することでMR検査の実施が可能と
される製品が製造販売され，MR検査室内での使用が想定される医療機器においても，一定の磁
場強度まではMR検査室への持ち込みが可能とされる製品が製造販売されてきています。 

２．添付文書の改訂 
 このような状況から，今般，厚生労働省は，MR装置の製造販売業者に対し，MR装置に対する
適合性が確認された医療機器を植込み又は留置した患者へのMR検査の実施や，MR装置に対
する適合性が確認された医療機器のMR検査室への持ち込みが可能になるよう，以下のように添
付文書の禁忌・禁止欄を改訂するよう指示しています。 

３．医療機関の皆さまへのお願い 
 金属を含む医療機器を植込み又は留置した患者にMR検査が必要な場合や，金属を含む医療
機器をMR検査室に持ち込む必要がある場合には，まず，これらの医療機器の添付文書等を参照
し，MR装置に対する適合性が確認された製品であるか必ず確認をお願いします。MR装置に対す
る適合性が確認された医療機器であった場合には，MR撮像条件，MR検査実施時の注意点，検
査室への持ち込み可能な磁場強度等を確認，遵守のうえ，MR検査の実施やMR検査室への機器
の持ち込みをお願いします。添付文書等にMR検査に関する記載がないなど，MR装置に対する適
合性が確認されていない又は不明な場合には，MR検査の実施やMR検査室への持ち込みはでき
ませんので，ご注意ください。 

４．おわりに 
  MR装置に対する適合性が確認されていない医療機器等を植込み又は留置した患者へのMR
検査，また，MR検査室への持ち込みについては禁忌・禁止となっています。MR検査の実施にあ
たっては，従前のとおり，患者やMR検査室に入室する医療従事者が金属を含むものを身につけて
いないか，MR検査室に持ち込むものに金属が含まれていないかご確認ください。 
 MR検査時の金属製品の取り扱いに係る注意については，PMDA医療安全情報が公表されてい
ますので，医療機関内での安全管理業務にご活用ください。（以下略） 

添付文書の【禁忌・禁止】欄 
＜体内に植込み又は留置する医療機器等に係る記載＞ 
 金属を含む医療機器等が植込み又は留置された患者には，原則MR検査を実施しないこと。［植込
み又は留置された医療機器等の体内での移動，故障，破損，動作不良，火傷等が起こるおそれがあ
る。］ 
 ただし，条件付きでMR装置に対する適合性が認められた医療機器の場合を除く。検査に際しては，
患者に植込み又は留置されている医療機器の添付文書等を参照のうえ，撮像条件を必ず確認すること。 
＜MR検査室への持ち込みが想定される医療機器等に係る記載＞ 
 金属を含む医療機器等をMR検査室内に持ち込まないこと。［MR装置への吸着，故障，破損，火
傷等が起こるおそれがある。］ 
 ただし，条件付きでMR装置に対する適合性が認められた医療機器の場合を除く。検査に際しては，
使用する医療機器の添付文書等を参照のうえ，適合する磁場強度を必ず確認すること。 
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【新規仮採用薬】 

エルカルチンＦＦ静注（レボカルニチン：大塚製薬） 

【効】カルニチン欠乏症 

【用】通常、１回体重１kgあたり50mgを３～６時間ごとに、緩徐に静注（２～３分）又は点
滴静注。適宜増減。１日の最大投与量は体重１kgあたり300mg。 

血液透析に伴うカルニチン欠乏症に対しては、通常、体重１kgあたり10～20mgを透析
終了時に、透析回路静脈側に注入（静注）する。適宜増減。 

平成25年度 第3回 薬事委員会（8/27火曜 17時） 

シュアポスト0.5ｍｇ（レパグリニド：大日本住友） 

【効】２型糖尿病の食後血糖推移の改善（α-グルコシダーゼ阻害剤、ビグアナイド系薬
剤、チアゾリジン系薬剤併用可） 

【用】通常、成人1回0.25mgより開始、1日3回毎食直前に経口投与。維持用量は通常
1回0.25～0.5mgで、適宜増減。1回量を1mgまで増量可。 

【院外処方申請】 

エックスフォージ配合錠（ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ80＋ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 

【効】高血圧症 

【用】１日１回１錠。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。 

ディレグラ配合錠（ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ＋ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ：ｻﾉﾌｨ） 

【効】アレルギー性鼻炎 

【用】成人及び１２歳以上の小児には１回２錠を１日２回、朝及び夕の空腹時に経口投与。 

エリキュース2.5㎎、5㎎（ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ：ﾌﾞﾘｽﾄﾙ） 

【効】非弁膜症性心房細動の(虚血性脳卒中、全身性塞栓症)の発症抑制 

【用】１回５ｍｇを１日２回経口投与。なお、年齢、体重、腎機能に応じて、１回２．５ｍｇ１
日２回投与へ減量する。 

アマージ錠2.5ｍｇ（ナラトリプタン：ＧＳＫ） 

【効】片頭痛＜家族性片麻痺性・孤発性片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛を除く＞ 

【用】１回２．５ｍｇを片頭痛の頭痛発現時に経口投与。効果が不十分な場合、追加投与
可だが、前回の投与から４時間以上あける。１日の総投与量を５ｍｇ以内。 

シーブリ吸入用カｶﾌﾟｾﾙ５０μｇ（ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 

【効】(肺気腫、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患)の気道閉塞性障害の諸症状の緩解 

【用】１回１カプセルを１日１回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入する。 

オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μｇ（ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 

【効】(肺気腫、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患)の気道閉塞性障害の諸症状の緩解 

【用】１回１カプセルを１日１回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入する。 

【緊急購入薬報告】 

シムジア皮下注200ｍｇ（ｾﾙﾄﾘｽﾞﾏﾌﾞ：ｱｽﾃﾗｽ） 

【効】関節リウマチ（ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽの効果乏しい方１名に使用予定） 

【用】１回４００ｍｇを初回、２週後、４週後に皮下注、以後１回200㎎を２週間の間隔で皮下
注。症状安定後、１回４００ｍｇを４週間の間隔可。 

【デッドストック・削除】 
•トランコロン、ダオニール、テシプール、アストミン、ロコイド軟膏5ｇ、スタデルム軟膏 
（ダオニールはアマリールへの変更を。テシプールは同系統テトラミドあり。アストミンの代
わりにメジコン、フラベリックあり。ロコイド軟膏は10ｇが採用中。スタデルムはクリームあり） 


