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そのうち話題に上ると思いますので、今回紹介しておきます。「オブリーン錠120ｍｇ」。 

 書いてある通り「肥満治療
剤」。通常、製造承認後に、
保険適応されるのが普通で
すが、保険適応の見送りとい
う、異例の展開の薬です。さ
て、どうなることやら…。 

 この「オブリーン錠120ｍｇ」の作用のメカニズムはシンプルです。脂肪は、基本的にはそのまま吸収
されず、リパーゼという酵素で「脂肪酸」と「グリセリン」に分解されて、やっと吸収される形になります。 

 この薬の成分であるセチリスタットや、
海外の類薬である「オルリスタット」は、
このリパーゼの働きを邪魔するので、脂
肪は分解されず、腸管を流れていき、
最終的には糞便として出てしまう。 
 私は、こういった薬は自分で試してみ
るのですが、服用翌日の便というか便
器の中の水には、赤い「ラー油」のよう
な油が浮かんでいて、視覚的には、か
なりの油を吸収せずに流したことが、自
覚できるようです。 
 普段「腹いっぱい食べたい」という
方々には、魔法の薬に見えそうな…。 

 ただし。 
 治験中のデータを見ると、52週間（1年間）での体重変化率（体重がどれくらい減ったか）は、平均体
重85ｋｇ程度の被験者でプラセボ（偽薬）-1.1％、この薬では-2.78％でした。 
 1年間という期間を考えると、それほど大きな変動ではないような印象です。保険適応されなかった
原因もこのあたりという報道（１年で2.3ｋｇ程度の減量。１日走ったら、それくらいやせるんじゃないの
か？という意見）。妥当な判断と思います。副作用の問題もあるわけですから。 

不安材料。 
 油を流し出してしまうので、容易に想像できるのが、ビタミンＡやＤや、その他の油に溶けやすい栄養
素の吸収が悪くなることですね。海外では類薬のオルリスタットで、ビタミンＡやＤを一緒に飲みましょう
と推奨されているようです。また油を吸収しないので、ホルモン系の生合成材料が不足しないのか、長
期服用で、そういった「油に限った栄養失調的」副作用の心配は無いのか。 
 厚労省では、オルリスタットの個人輸入に対して、2009年に「個人輸入において注意すべき医薬品
等について」の中で「FDA(米国食品医薬品局)は当該製品に関連して32例の肝障害が報告されてい
る」と述べています。 

とにかく 
 個人輸入サイトなどでは「カロリーを気にせず食べられる」と宣伝してますが、ダメでしょ。カロリーを精
いっぱい気にしてから、それでも駄目な時に「薬」。気にせず食べて「薬」というのは浅ましすぎる。 

いずれにしても海外の類薬「オルリスタット（ゼニカル）」は、一般市販薬ですからね。 
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当院使用品のみ抜粋 

マイスタン錠・細粒 

クロバザム  

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 

「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）： 

観察を十分に行い、発熱、紅斑、水疱・びらん、そう痒感、眼充血、口内炎 

等の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。」 

オルメテック錠・合剤 

オルメサルタン  

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」 
追記 

「重度の下痢： 

長期投与により、体重減少を伴う重度の下痢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。なお、生検により腸絨毛萎縮等が認められたとの報告がある。 

エパデールやロトリガ 

（魚油系） 

２１８ 高脂血症用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
新設 
 
 
その他の副作用」一部改訂 

「肝機能障害、黄疸： 

AST（GOT）、ALT（GPT）、Al-P、γ -GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を 

伴う肝機能障害、黄疸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。」 

「肝 臓： 

AST（GOT）・ALT（GPT）・Al-P・γ -GTP・LDH・ビリルビンの上昇等の肝機能
障害 

エリキュース錠 

アピキサバン 

３３３ 血液凝固阻止剤 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意］一部改
訂 

待機的手術又は侵襲的手技を実施する患者では、患者の出血リスクと血栓 

リスクに応じて、本剤の投与を一時中止すること。出血に関して低リスク又 

は出血が限定的でコントロールが可能な手術・侵襲的手技を実施する場合
は、前回投与から少なくとも24時間以上の間隔をあけることが望ましい。ま
た、出血に関して中～高リスク又は臨床的に重要な出血を起こすおそれの
ある手術・侵襲的手技を実施する場合は、前回投与から少なくとも48時間以
上の間隔をあけること。なお、必要に応じて代替療法（ヘパリン等）の使用を
考慮すること。緊急を要する手術又は侵襲的手技を実施する患者では、緊
急性と出血リスクが増大していることを十分に比較考慮すること。」 
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当院使用品のみ抜粋 

ゲムシタビン 

（ジェムザール）  

４２２ 代謝拮抗剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）： 

白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）があらわれることがあるので、
高血圧、痙攣、頭痛、視覚異常、意識障害等の症状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。」 

エルプラット 

オキサリプラチン  

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 

「難聴： 

難聴、耳鳴等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。」 

シスプラチン 

（非動注用製剤） 

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 

「静脈血栓塞栓症： 

肺塞栓症、深部静脈血栓症等の静脈血栓塞栓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。」 

アバスチン 

ベバシズマブ 

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 

「血栓性微小血管症： 

血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群等の血栓性微小血管
症があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行
い、破砕赤血球を伴う貧血、血小板減少、腎機能障害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。」 

スチバーガ錠 

レゴラフェニブ 

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 

「血小板減少： 

血小板減少があらわれることがあるので、本剤投与中は定期的に血液検査
を実施するなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量、休
薬又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 
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平成 24 年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応報告について 

１．はじめに 
 本稿では平成24年10月から平成25年３月末まで（以下「平成24年シーズン」という。）に報告さ
れたインフルエンザワクチン接種後の副反応報告の状況について紹介します。（以下略） 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

２．インフルエンザワクチンの副反応報告状況について（平成24年シーズン） 
 平成24年シーズンのインフルエンザワクチンの副反応報告状況は以下のとおりです。平成25年
６月に開催された合同検討会において，ワクチンの安全性において重大な懸念は認められないと
評価されました。 

１）副反応報告数・頻度 

２）性別・年齢階層別の副反応報告状況 （略） 

３）報告された副反応の内容 
 （略）平成23年シーズンの報告内容と比較して大きな変化はありませんでした。 

②死亡報告 
 接種後の死亡報告は平成25年５月14日までに９例報告されましたが，専門家の評価によると，
うち８症例は，基礎疾患の悪化や再発による死亡の可能性が高いと考えられ，ワクチン接種と死
亡との直接的な明確な因果関係が認められないとされました。特発性血小板減少性紫斑病と診
断された１例については専門家より，ワクチン接種との関連があるという意見，持病で投薬中の薬
剤の副作用が最も考えられるとの意見が出されました。（以下、略） 

③ギラン・バレー症候群，急性散在性脳脊髄炎 
 ギラン・バレー症候群，急性散在性脳脊髄炎の可能性があるものとして報告された副反応症例
は36例ありましたが，このうち，専門家の評価も踏まえギラン・バレー症候群，急性散在性脳脊髄
炎である可能性が否定できないとされた症例は，表５のとおり，各々５例，６例でした 
 ギラン・バレー症候群の初期症状は，両足の筋力低下や歩行障害，両手・腕の筋力低下，両側
の顔面筋の筋力低下，物が二重に見える，食べ物が飲み込みにくいなどです。経過は，どの部位
ではじまっても，発症１日〜２週で急速に筋力低下が進行して全身に及びます。医薬品が原因の
場合は，投与後２週以内の発症が多くみられますが，時には数ヶ月以上経てから発症することも
あります。インフルエンザワクチンでは，ワクチン接種後２週目がピークで，６週間以内の発症がほと
んどです。 
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平成 24 年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応報告について 

３．今後の安全対策について 
 医療機関においては，副反応報告基準に該当する副反応を診断した場合は，「定期の予防接
種等による副反応の報告等の取扱いについて」（平成25年３月30日付け健発0330 第３号・薬食
発0330 第１号厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知）のとおり，因果関係が必ずしも明確で
ない場合であっても速やかな報告をお願いします。 
 また，平成25年シーズンも引き続きアナフィラキシーの発生に関しては以下の点にご留意くださ
い。 
 ①接種後30分程度は，被接種者の状態を十分に観察すること 
 ②アナフィラキシーと思われる症状が認められた場合には，適切な処置を行うこと 
 ③接種後に異常が認められた場合には，速やかに医師に連絡し，診察を受けるよう被接種者・
保護者の方に伝えること。（以下、略） 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

 急性散在性脳脊髄炎は，ワクチン接種後１〜４週間以内の発生が多くみられます。発症は急性
であり，頭痛・発熱・嘔吐からはじまり，意識障害を伴うことが多く，意識障害の重症度はさまざまで， 
軽度の傾眠傾向から深い昏睡まで認められます。また，痙攣の合併も多く，項部硬直などの髄膜
刺激症状も認められます。発症までの期間は多くの場合１ヶ月以内です。発生頻度は，1000万
回のワクチン接種に対して１〜 3.5人であり，この頻度で中枢神経系あるいは視神経炎の合併症
が生じるといわれています。後遺症状を残さない軽症例も含めると頻度は多くなる可能性があり，
一過性の急性脱髄病変は10万回の接種で１回以下の発症であるという推計もあります。 

④アナフィラキシー 
 アナフィラキシーの可能性があるものとして報告された副反応症例は25例ありましたが，この 
うち，ブライトン分類評価がレベル３以上でアナフィラキシーと評価された報告数は７例（うち重篤 
７例）でした。ブライトン分類レベル３以上の報告頻度は100万接種当たり１例でした。 
 なお，各社のロットごとの報告数については，アナフィラキシーが特定のロットに集中しているという
ことはありませんでした。 
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食に影響する・される薬剤 
 １頁目で、肥満症治療剤オブリーンについて書いてみましたので、ついでに。 
 と言っても、紙面の都合がありますので、今回はごく簡単に。 

 【酒とタバコ】 
•食・嗜好品と薬剤との相互作用を語るときに、おそらく半分くらいの問題は「酒」と「タバコ」 

•「アルコール」は薬物、タバコも「ニコチン」という薬物＆化学物質集合体「タール」。 
•酒は、主に、いわゆる睡眠薬や麻酔薬、精神安定剤の類との相互増強作用。 
•酒は、肝臓での中性脂肪等の合成や薬物代謝酵素誘導による薬物作用の減弱。 
•酒は、肝硬変に至る肝疾患の原因→そこまで来ると、幅広い薬物の代謝障害。など。 
•タバコは、ニコチンによる血管収縮・糖動員などで血圧上昇、血糖上昇など。 
•タバコによる血管収縮は、インスリン注射の吸収阻害。 
•タバコを、35才以上で１日に15本以上吸う者は、経口避妊薬禁止（心血管系リスク上昇） 
•タールにより薬物代謝酵素が誘導（増強）。（例：喫煙中に「テオフィリンが効きにくい」など。 

•逆に「禁煙したら、テオフィリンやジプレキサが効きすぎて副作用が起こった」など。 
 
【食事と薬の典型的な例】 
•ワーファリンと納豆は典型。絶対禁止。ワーファリンとビタミンＫ含有量の多い青汁などもダメ 
•グレープフルーツとＣａ拮抗剤はよく語られますが、海外症例では、テルフェナジン（既に発売中
止薬）との相互作用で29歳男性が死亡しています。 
•グレープフルーツとリポバスでＡＵＣ（血中濃度下面積）が1500倍など、スタチン系も心配。 
•ＡＭ散やＦＫ散といった胃薬とクラビットなどのニューキノロン系（無機塩類で吸収阻害）の問題。 

•ここは保険査定の対象にもなっています。 
•ニューキノロン系はＣａとも相性が悪いので、牛乳などとも相性が悪い。 
•抗結核薬のイスコチンはモノアミンオキシダーゼ（MAO）阻害作用がある。 

•熟成チーズの中のチラミンを分解出来ずに（普通はMAOで分解）血圧上昇、古いマグロの
刺身に増えるヒスタミンを分解できずにアレルギー的反応が起こるなど。 

•お茶と鉄剤は昔は禁止だったが、服用量が必要量を大幅に上回るので、今は禁止しない 
•お茶や紅茶は、むしろ、リスパダールの効果を極端に減らす場合があるので要注意。 
 
【健康食品】 
•種類が多すぎるのと、健康食品そのものの品質のばらつき、そもそも効果が無い、誇大広告など
の問題で予測不能。しかしながら、体に影響が出るモノは要注意です。 
•イチョウ葉エキスのホンモノは、血流改善作用などがあるので、血栓予防薬などと作用がダブる 
•セントジョーンズワート（精神作用系のハーブ）は、薬物代謝酵素を強めて（薬を分解してしまうの
で）、薬の効果が下がる。「ホンモノ」は注意が必要。 
 
【食べることそのものへの影響】 
•１頁に書いたオブリーンやゼニカルは、食べた油を流し出しますので脂溶性ビタミンの不足が起こ
るかもしれないし、様々な症状（下痢、腹痛、放屁など）の問題は起こり得ます 
•精神系の薬は、よく、食欲増進・体重増加が問題。レメロンなどは20％を超えて体重増加（女性）
が起こっています（添付文書）。 
•亜鉛の欠乏などを原因として味覚障害が起こり、食欲が落ちる場合がある。 

•亜鉛とキレートを作って吸収障害を起こす薬はかなり多い：症状が出たら対処。 
•覚せい剤は、中枢で食欲を抑制し「食べなくても空腹を感じなくなる」：中毒患者は痩せてしまう 
•覚せい剤の食欲抑制部分を抜き出したような作用が食欲抑制剤サノレックス 

•添付文書上も、依存性などについて述べておりますので注意。 
•中国から輸入したダイエット健康食品。成分は様々 

•過去には御芝堂減肥こう嚢による死亡例など。被害者は、ほぼ全例女性。 
 
 ざーっと書いてみましたので、文字ばっかりですが、今回は、「食と薬の相性っていろいろあるんだ
なぁ」と思ってもらえればいいと思います。 


