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謹んで新年のご挨拶を申し上げます

さて、電子カルテについて、「入院処方のDoを外来で…」など、入外種別が違う
もののDoの方法がわからないという質問が多いですので、以下にまとめました。

八代総合病院「新病院」は、鉄の骨格が横へ上へと伸び、今後の病院の隆盛と、
そこに勤務することを想像しつつ、晴れがましい気分で新年を迎えられることと存
じます。とにかく、頑張ってまいりましょう。

③処方歴ボタンを押します

②出したい処方種別を選びます

④コピーしたい元の「入院」「外来」を選択

⑤ ④で選択した履歴一覧が出てくるので選ぶ

⑥ ⑤で選択した処方内容が出てくるので、こ
こに配置してあるボタン（全選択・全解除）や
マウスを使用して、コピーしたいRｐを選択し、
最後に「選択されている処方をオーダーへ追
加」ボタンを押すと、右の処方画面にコピーで
きます。

【手順】①まず、処方画面を開きます。

⑦あとは、通常通りの処方手順となります。
また、Do処方を作成する際に、処方の順番を入れ替えるなどの作業も、「左から右に」移

す作業のところで入れ替えるとスムーズにできるようです。
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この紙面では
当院使用薬・患者使用薬（持参）のうち

最重要・重要
について掲載しています

その他詳細は院内ＬＡＮで。

2011. 11
No. 205

「ショック、アナフィラキシー様症状：

ショック、アナフィラキシー様症状があらわれることがあるので、観察を
十分に行い、蕁麻疹、呼吸困難、血圧低下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。」

「麻痺性イレウス：

麻痺性イレウスがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、著
しい便秘、腹部膨満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。」

「幻覚・せん妄：

幻覚・せん妄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。」

［副作用］の「重大な副作用」
追記

改訂内容改訂箇所

２５９ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬ベシケア
ソリフェナシン

「本剤を含むビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者に
おいて、顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された
症例の多くが抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染
に関連して発現している。リスク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、
コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既
往等が知られている。

本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患
者に対し適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ま
せておくよう指導すること。本剤投与中に歯科処置が必要になった場
合には、できる限り非侵襲的な歯科処置を受けるよう指導すること。

また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯
科受診時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置は
できる限り避けることなどを患者に十分説明し、異常が認められた場
合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するように指導すること。」

「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、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、片側で非定型骨折が起きた場合には、反対側の大腿骨
の症状等を確認し、Ｘ線検査を行うなど、慎重に観察すること。Ｘ線検
査時には骨皮質の肥厚等、特徴的な画像所見がみられており、その
ような場合には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。」

［重要な基本的注意］ 一部改訂

追記

［副作用］の「重大な副作用」
追記

改訂内容改訂箇所

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品ゾメタ・アレディア等
ビスホスホネート剤
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１．はじめに
磁気共鳴コンピューター断層撮影（以下，「MRI」という。）検査に用いられるガドリ

ニウム造影剤による腎性全身性線維症（Nephrogenic Systemic Fibrosis，以下，
「NSF」という。）については，平成19年６月の本誌「医薬品・医療機器等安全性情
報」No.237及び平成19年12月の同No.242で紹介してきた。
現在，国内で承認されているガドリニウム造影剤は，ガドジアミド水和物，ガドペン

テト酸ジメグルミン，ガドキセト酸ナトリウム，ガドテリドール及びガドテル酸メグルミ
ンの５成分であるが，今般，これら５成分について副作用の報告状況，海外におけ
る状況を評価し，平成23年９月20日，製造販売業者に対し使用上の注意の改訂を
指示した。

ガドリニウム造影剤による腎性全身性線維症に係る安全対策について

285

要約版

副作用等の情報はDSUと重複するので
そちらをご覧下さい
以下の掲載内容は、要約してあります。

２．腎性全身性線維症の副作用報告の状況等について
（国内状況）

ガドリニウム造影剤について，各医薬品の販売開始から平成23年７月26日ま
での副作用報告のうち，「腎原性全身性線維症」（ICH国際医薬品用語集
（MedDRA）日本語版）に該当するものの件数は22件。因果関係を精査した
結果，ガドジアミド水和物及びガドペンテト酸ジメグルミンの
副作用報告のうち，それぞれ12件及び２件については医薬品とNSFとの因果
関係が否定できないと評価され，これら因果関係が否定できないと評価され
た副作用報告の多くが，透析を要する重篤な腎障害のある患者であった。

なお，これら14件を含め，いずれの症例も平成19年の注意喚起以前にガド
リニウム造影剤が投与されNSFを発症した症例であり，注意喚起が行われた
以後，国内においてガドリニウム造影剤が投与され新規にNSFを発症した副
作用報告はされていない。

（海外状況）
ガドリニウム造影剤投与症例でのNSFに関しては，（i）平成18年頃より海外
において副作用報告が散見されていること，（ii）NSFが皮膚及び結合組織の
線維化を伴うまれな疾患であり，関節の可動性障害や他の器官に影響を及ぼ
して死亡に至る可能性があること，（iii）腎機能障害患者で発症しているこ
と，（ⅳ）確立した治療法が存在していないこと，などから，各国でNSFの
発症リスクを最小化する動きがとられてきている。

欧州医薬品庁（EMA）では，NSFの発症はガドリニウム造影剤の構造的な
特性に依存するとして，ガドリニウムイオンの安定性及びNSFの症例集積等
を総合的に判断した上で，各成分のNSFの発症リスクを以下のように３段階
（高リスク，中リスク，低リスク）に分類注）しており，米国食品医薬品庁
（FDA）でも，このEMAのリスク分類に準じた形で取り扱っている。

注）EMAにおけるリスク分類
高リスク：ガドジアミド水和物，ガドペンテト酸ジメグルミン
中リスク：ガドキセト酸ナトリウム
低リスク：ガドテリドール，ガドテル酸メグルミン
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（ガドリニウム造影剤使用に関する関連ガイドラインについて）
日本医学放射線学会・日本腎臓学会による「腎障害患者におけるガドリニウム造

影剤使用に関するガイドライン」では，造影MRI検査にあたっての使用指針を示し
ており，「緊急検査などでやむを得ない場合を除き，腎機能（糸球体濾過量
（Glomerular Filtration Rate，以下，「GFR」という。））を評価すべきである。臨床的
には，性別，年齢，及び血清クレアチニン値から推算GFR（推算糸球体濾過量
（Estimated Glomerular Filtration Rate，以下，「eGFR」という。））を算出して腎機
能を評価することが推奨される。なお，血清クレアチニン値は，できるだけ造影MRI
検査日直近のデータを使用する。」
旨が明記されている。また，終末期腎障害，慢性腎不全，急性腎不全の患者につ
いては，「原則としてガドリニウム造影剤を使用せず，他の検査法で代替すべき」と
されており，「やむを得ずガドリニウム造影剤を使用しなければならない場合には，
NSF発症報告の多いガドリニウム造影剤の使用を避けることが望ましい」とされて
いる。
更に，GFRが60mL/min/1.73m2以上の場合には，「ガドリニウム造影剤使用後

のNSF発症の危険性が高いとする根拠は乏しい」ものの，GFRが
30mL/min/1.73m2以上，60mL/min/1.73m2未満の場合には，「実際にNSF発症
の報告もあり，ガドリニウム造影MRI検査による利益と危険性とを慎重に検討した
上で，その使用の可否を決定する必要がある」とされている。

３．検討結果と安全対策について
以上を踏まえ，専門家による検討を行った結果，警告欄にNSFに関する注意を設

けるなど使用上の注意を改訂し，更なる注意喚起を行うことが適切と判断し，平成
23年９月20日，製造販売業者に対し（上記内容に沿った）使用上の注意の改訂を
指示した。

カルバマゼピンによる重症薬疹と遺伝子多型について

１．はじめに
カルバマゼピン（以下，「本剤」という。）は，昭和40年３月にてんかん及び三叉神

経痛治療剤として承認され，その後，平成２年３月に「躁病，躁うつ病の躁状態，統
合失調症の興奮状態」に対する効能・効果が追加承認されている。平成23年10月
時点で，国内では後発医薬品を含めて４銘柄８製剤（販売名：テグレトール錠/同細
粒，カルバマゼピン錠/同細粒，テレスミン錠/同細粒，レキシン錠/同細粒）が承認さ
れている。テグレトール錠/同細粒の国内における推定年間使用者数は約27万５千
人（平成22年）とされている。
本剤は，抗生物質製剤，解熱鎮痛消炎剤，他の抗てんかん剤等とともに，皮膚粘

膜眼症候群（SJS）及び中毒性表皮壊死融解症（TEN）等の重症薬疹の報告件数
が多い医薬品の一つである。重症薬疹は，その発生頻度は極めて低いものの，
いったん発症すると重篤な転帰となり得ることから，近年，その発現を回避するた
めの発症予測に関する研究が行われており，これらの重症薬疹の発症を予測する
バイオマーカーとして，Human leukocyte antigen（HLA）の遺伝子多型が注目され
ている。
これまでに，漢民族を祖先に持つ患者を対象として行われたChungら１）及び

Hungら２）の報告において，本剤服用後にSJS/TENを発症した例のうちほぼ全例
がHLA-B*1502 保有者であったことが報告され，平成20年４月に，これらの文献に
基づいて，漢民族における重症薬疹発症とHLA-B*1502 保有との関連性に関する
情報を以下のとおり本剤の添付文書へ記載している。
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［その他の注意］
漢民族（Han-Chinese）を祖先にもつ患者を対象としたレトロスペクティブな研究に
おいて，カルバマゼピンによる皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群） 及び
中毒性表皮壊死症（Lyell症候群） 発症例のHLA型を解析した結果，ほぼ全例が
HLA-B*1502保有者であったとの報告がある。なお，HLA-B*1502 の保有率はフィ
リピン，タイ，香港，マレーシアでは15％以上，台湾では約10％，日本と韓国では
1％未満である。また，日本人における皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症と
HLA-B*1502 保有の関連性については不明である。
今般，日本人における重症薬疹発症とHLA 遺伝子多型との関連性に関する報

告があったことから，検討を行い，本剤の添付文書を改訂して情報提供を行うこと
とした。

２． 検討状況及び情報提供について
平成23年８月末までに製造販売業者から報告された，日本人を対象とした本剤

による重症薬疹と遺伝子多型に関する以下の３つの公表論文について，検討を
行った。
その結果，Ozekiらにより行われたゲノムワイド関連解析において，本剤による重

症薬疹発症とHLA-A*3101 保有との関連性が示唆され，また，候補遺伝子アプ
ローチを用いたKashiwagiらの報告においても同様の結果が示唆されており，異な
るグループの異なる試験方法によって再現性が認められた。更に，Ozekiらにより
報告されている，日本人ではHLA-B*1502 の保有者が認められなかったことにつ
いては，Kashiwagiら又はKaniwaらの報告においても同様であった。
これらを踏まえ，専門家による検討を行った結果，日本人における本剤による重

症薬疹発症と遺伝子多型との関連性に関する新たな情報提供が必要と考え，平成
23年９月20日に，製造販売業者に対し，以下のとおり本剤の添付文書の使用上の
注意の改訂を行うよう指示した（下線部改訂部分）。
なお，平成23年11月４日現在，日本人でのHLA-A*3101 アレルの頻度は0.071-

0.120，HLA-B*1502 アレルの頻度は0.001とされている。
［その他の注意］

日本人を対象としたレトロスペクティブなゲノムワイド関連解析において，本剤に
よる皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死融解症及び過敏症症候群等の重症薬疹
発症例のうち，HLA-A*3101 保有者は58％（45/77）であり，重症薬疹を発症しな
かった集団のHLA-A*3101 保有者は13％（54/420）であったとの報告がある。
漢民族（Han-Chinese）を祖先にもつ患者を対象とした研究では，本剤による皮膚
粘膜眼症候群及び中毒性表皮壊死融解症発症例のうち，ほぼ全例がHLA-*1502 
保有者であったとの報告がある。一方，日本人を対象とした研究において本剤によ
る重症薬疹発症例とHLA-B*1502 保有との明らかな関連性は示唆されていない。
なお，HLA-B*1502 アレルの頻度は漢民族では0.019-0.124，日本人では0.001と
の報告がある。

３．重篤副作用の発症関連因子の解析研究について
対象とする重篤副作用が「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」により医療

機関から直接，又は，製造販売業者を通じて報告された際に，報告医療機関に対
して研究への協力を個別にお願いしている。
これらの副作用の発現頻度は低いが致命的となるおそれがあることからその発

生予測が可能となることは重要であり，また，前述のように，民族により異なる発症
関連因子が報告されていることから，発生予測に有用な解析結果を得るためには，
日本人におけるこれらの副作用の発現例の情報収集が非常に重要である。
医療関係者におかれては，医薬品の使用後に「SJS/TEN」，「横紋筋融解症」又

は「間質性肺疾患」を発症した症例が認められた場合には，厚生労働省又は被疑
薬の製造販売業者へ情報提供いただくとともに，本研究へのご協力もよろしくお願
いしたい。
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平成23年度 第5回 薬事委員会
平成23年12月26日（月）16：30～

【仮採用申請】

 ルミガン点眼液2.5ｍＬ（ビマトプロスト：千寿） 2400円/本

【効】緑内障、高眼圧症

【用】1 回1 滴、１日1 回点眼する。

 コソプト配合点眼液5ｍＬ（ドルゾラミド／チモロール：参天） 3340円/本

【効】他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障、高眼圧症

【用】1回1滴、1日2回点眼する。

 アービタックス注射液100mg20mL1瓶（ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ：第一三共） 35,894円

【効】EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

【用】通常、成人には週1回、セツキシマブ（遺伝子組換え）として、
初回は400mg/m2（体表面積）を2時間かけて、2回目以降は
250mg/m2（体表面積）を1時間かけて点滴静注する。なお、患
者の状態により適宜減量。

1

 アミオダロン塩酸塩100ｍｇ速崩錠「TE」（ｱﾝｶﾛﾝ後発：ﾄｰｱｴｲﾖｰ） 206.9円

【効】生命に危険のある下記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効
か、又は使用できない場合： 心室細動、心室性頻拍

心不全（低心機能）又は肥大型心筋症に伴う心房細動

【用】導入期：1日400mgを1～2回に分け1～2週間経口。適宜増減

維持期：1日200mgを1～2回に分け経口。適宜増減

 ソリリス点滴静注300mg（エクリズマブ：アレクシオン） 577229円/本

【効】発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制

【用】成人1回600mgから投与開始。初回投与後、週1回の間隔で初
回投与を含め合計4回点滴静注、その1週間後から1回900mgを2
週に1回の間隔で点滴静注。

 ハラヴェン静注１mg（エリブリン：エーザイ） 64070円/本

【効】手術不能又は再発乳癌

【用】通常、１日１回1.4mg／ｍ2を２～５分間かけて、週１回、静
脈内投与。これを２週連続で行い、３週目は休薬する。これを１サ
イクルとして、繰り返す。適宜減量。

【本採用検討：平成23年4月薬事委員会分】
フィジオ140、ラスリテック、ネシーナ6.25、バロス発泡顆粒、メプチンエアー10μｇ
100回吸入、オルベスコ200μｇ56回吸入は本採用で差し支えない。

【その他】
•緊急購入薬数種の報告。
•有害事象報告。
•薬品コードに「未採用薬（呼び出し文字：みさい）」と「持参薬（呼び出し文字：じさ
ん）」登録。【注意】薬品名記入はフリーコメントで。また、診療報酬点数が付いてい
ないコードなので、医事課等の計算に関しては（院内は）連絡要す。
•平成24年度の薬価制度改革論点整理：ネキシウムのような、単に光学異性体の
片方を取り出しただけで、利点の乏しいものは新薬価を8割程度に抑える等の意
見→ジェネリック逃れの卑怯な薬剤に悩まされるが、今後、少なくなる方向へ。


