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業界紙ですが、紹介されたので報告いたします。

八代総合病院は、院長指揮の下、日
本一を目指しているのですから、何か、
全国的に見てユニークな点を持って紹
介されることは、目標達成の一つの要
素と考えます。

このたび、当院が業界紙で紹介され
たのは、薬剤部門が５年間に取得した
資格・認定の多さからであり、一にも
二にも、スタッフの頑張りに感謝した
いと思います。

紙面では、常々院長が仰せられてい
る言葉を含めて述べましたが、
•人が学ぶ姿勢は、自分のためではな
く公のためでありたい。
•公のために学んだ職能により、公の
為に一肌脱ぐのが正しいありかた。
•公の為に一肌脱ぐなら、その能力を
頼られ、あるいは協力を仰ぐ中で、人
との良質な絆が形成される。（能力が
無いものは、絆など作れない）
•ヒトは人の絆の中でこそ、正しい方
向へ成長を続ける。
•従って、部門マネジメントは、人の
絆を作りだす方向で行いたい。
•今、日本で流行の「成果主義マネジ
メント」には、そういう心が薄く、ず
る賢い人間しか育たない。

人を、上司（親）の独善で育てたら、
上司（親）を超えられない。それじゃ
ダメというのが私の持論。育てるのは
「環境＝人との繋がり」。環境が、上
司（親）を超えさせてくれます。

その昔、武田信玄が言ったそうです。「人は城 人は石垣 人は堀 情けは味方
仇は敵なり」。後世の創作かどうかは別にして、戦国時代であるのに城を構えず、
躑躅ヶ崎の館で過ごした戦国武将の哲学を感じます。人が強ければ組織も強い。

強い人は「肥後の引き倒し」（いい人を嫉妬・批判し陥れる）環境では絶対的に
育ちにくい。人を妬む、陥れる心が、最大の敵です。性格のいい人になりましょう。
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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。
2012. 4
No. 208

「呼吸抑制等が起こることがあるので患者の状態を十分観察すること。
特に小児では呼吸数、心拍数、経皮的動脈血酸素飽和度等をモニタ
リングするなど、十分に注意すること。」

「抱水クロラールは、本剤と同様に生体内で活性代謝物であるトリクロ
ロエタノールとなるため、併用により過量投与になるおそれがあるので
注意すること。」

「無呼吸、呼吸抑制：

無呼吸、呼吸抑制が起こることがあり、心肺停止に至った症例も報告
されているので、呼吸状態の観察を十分に行い、異常が認められた場
合には適切な処置を行うこと。」

「無呼吸、呼吸抑制が起こり、心肺停止に至った症例も報告されてい
るので、特に慎重に投与及び観察をすること。」

［重要な基本的注意］ 追記

［副作用］の「重大な副作用」
追記

［小児等への投与］ 追記

改訂内容改訂箇所

１１２ 催眠鎮静剤、抗不安剤トリクロリールシロップ

抱水クロラール・エスクレ
トリクロホスナトリウム

「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。」

「間質性肺炎：

間質性肺炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、咳嗽、
呼吸困難、発熱、肺音の異常等が認められた場合には、速やかに胸
部Ｘ線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。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。」

「間質性腎炎、急性腎不全：

間質性腎炎、急性腎不全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。」

［副作用］の「重大な副作用」
一部改訂

追記

改訂内容改訂箇所

１１４ 解熱鎮痛消炎剤トラムセット

アセトアミノフェンとトラマ
ドール、それぞれ

「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：

このような副作用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。」

［副作用］の「重大な副作用」
一部改訂

改訂内容改訂箇所

１１８ 総合感冒剤PL顆粒
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「高齢者では、肝・腎機能が低下していることが多く、また、体重が少
ない傾向があるなど副作用が発現しやすいので、少量（例えば１日
150mg）から開始するなど投与量に十分に注意し、慎重に観察しなが
ら投与すること。」

「本剤の投与中は、臨床検査（血液検査、肝・腎機能検査、血糖検査
等）を定期的に行い、必要に応じて適宜本剤の血中濃度を測定するこ
と。異常が認められた場合には、減量、休薬等適切な処置を行うこと。

特に高齢者及び腎機能障害患者では、血中濃度上昇により低血糖が、
また、基礎心疾患のある患者では、心機能抑制作用及び催不整脈作
用に起因する循環不全によって肝・腎障害があらわれることがあるの
で、このような場合には投与を中止すること。」

「本剤は心臓ペーシング閾値を上昇させる場合があるので、恒久的
ペースメーカー使用中、あるいは一時的ペーシング中の患者に対して
は十分注意して投与すること。また、ペースメーカー使用中の患者に
投与する場合は適当な間隔でペーシング閾値を測定すること。異常が
認められた場合には直ちに減量又は投与を中止すること。」

［用法・用量に関連する使用上
の注意］
追記

［重要な基本的注意］
一部改訂

追記

改訂内容改訂箇所

２１２ 不整脈用剤シベノール
シベンゾリンコハク酸塩

「重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告
されている。乳酸アシドーシスを起こしやすい患者には投与しないこと。

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、
定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与すること。特に
75歳以上の高齢者では、本剤投与の適否を慎重に判断すること。」

「重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、以下の内容を患者
及びその家族に十分指導すること。

1）過度のアルコール摂取を避けること。

2） 発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等により脱水状態が懸念される
場合には、いったん服用を中止し、医師に相談すること。

3） 乳酸アシドーシスの初期症状があらわれた場合には、直ちに受診
すること。」

「低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に
従事している患者に投与するときには注意すること。また、低血糖症
状に関する注意について、患者及びその家族に十分指導すること。」

「腎機能や患者の状態に十分注意して投与の適否や投与量の調節を
検討すること。腎機能は、eGFRや血清クレアチニン値等を参考に判断
すること。」

「高齢者では、腎機能、肝機能等が低下していることが多く、また脱水
症状を起こしやすい。これらの状態では乳酸アシドーシスを起こしやす
いので、以下の点に注意すること。」

「腎機能や脱水症状等患者の状態に十分注意して投与の中止や減量
を検討すること。特に75歳以上の高齢者では、乳酸アシドーシスが多
く報告されており、予後も不良であることが多いため、本剤投与の適
否をより慎重に判断すること。」

［警告］ 一部改訂

［重要な基本的注意］
一部改訂

［高齢者への投与］ 一部改訂

改訂内容改訂箇所

３９６ 糖尿病用剤メトグルコ錠
メトホルミン塩酸塩
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抗悪性腫瘍薬エベロリムス（アフィニトール錠）による
Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化について

289

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。

１．はじめに
エベロリムス（アフィニトール錠5mg（以下，本剤））は，マクロライド系免疫

抑制薬として開発されたシロリムス誘導体であり，国内においては，平成22年１月
に「根治切除不能又は転移性の腎細胞癌」の効能・効果で承認され，平成23年12
月には「膵神経内分泌腫瘍」の効能・効果が追加承認されています。

本剤投与によるB型肝炎ウイルス（以下，HBV）の再活性化については，承認時
より添付文書等にて注意喚起が行われています。本剤投与後に，HBVの再活性化に
より死亡した症例が国内で報告されたことから，今回，免疫抑制作用を有する医薬
品の投与に伴うHBVの再活性化について紹介するとともに，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，安全対策の経緯及び症例の紹介を
します。

２．免疫抑制作用を有する医薬品の投与に伴うHBVの再活性化について
近年，がん患者に対する抗悪性腫瘍薬を用いた化学療法，肝移植や造血幹細胞移

植等の移植療法，リウマチ性疾患に対する免疫抑制療法の進歩に伴い，HBVの再活
性化が注目されています。

以前より，HBVキャリアの患者で，ステロイドや免疫抑制薬を使用した場合に，
HBVが再活性化し，重症な肝炎が発現することが知られていました。一方，HBs抗
原陰性で，HBc抗体陽性ないしHBs抗体陽性の患者は，従来，臨床的には治癒の状
態と考えられてきましたが，近年では，このような臨床的治癒例と考えられてきた
患者についても，低レベルながらHBV-DNAが残存しており，強力な免疫抑制作用
を有する薬剤の使用により，HBVが再活性化し，重症な肝炎が発現することが報告
されています。

このような状況のもと，平成21年に，厚生労働科学研究「難治性の肝・胆道疾
患に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および同「肝硬変を含めたウイルス性肝疾
患の治療の標準化に関する研究」班により，「免疫抑制・化学療法により発症する
B型肝炎対策ガイドライン」が作成されています。このガイドラインでは，HBV再
活性化の高リスク群として，CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫に対する抗
悪性腫瘍薬であるリツキシマブとステロイドの使用例及び造血幹細胞移植例が特記
されていますが，それらに限らず免疫抑制薬や抗悪性腫瘍薬による治療も対象とさ
れているものです。

また，厚生労働科学研究「免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬によるB型肝炎ウイルス再
活性化の実態解明と対策法の確立」班により，リツキシマブ以外の抗悪性腫瘍薬や
免疫抑制薬を使用した場合のHBV再活性化に関する調査が実施されており，平成
23年３月に平成22年度研究成果報告書が発表されています。その後，平成23年９
月に一般社団法人日本リウマチ学会により，「B型肝炎ウイルス感染リウマチ性疾
患患者への免疫抑制療法に関する提言」が発表されています。更に，同月，厚生労
働科学研究「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および同
「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班により，「免
疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン（改訂版）」（図１参
照）が作成され，社団法人日本肝臓学会から発表されています。
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（図１）

（補足） 血液悪性疾患に対する強力な免疫抑制・化学療法中あるいは終了後にHBs抗原陽性あるいは
HBs抗原陰性例の一部にHBV再活性化によりB型肝炎が発症し、その中には劇症化する症例があり、
注意が必要である。その他の疾患においても治療によるHBV再活性化のリスクを考慮して対応する必
要がある。また、ここで推奨する核酸アナログ予防投与のエビデンスはなく、劇症化予防効果を完全
に保証するものではない。
注１） HBVキャリアおよび既感染者では、免疫抑制・化学療法時にHBVの再活性化が起こることが
ある。したがって、まずHBs抗原を測定して、HBVキャリアかどうか確認する。HBs抗原陰性の場合
には、HBc抗体およびHBs抗体を測定して，既感染者かどうか確認する。HBs抗原・HBc抗体および
HBs抗体の測定は、高感度の測定法を用いて検査することが望ましい。
注２） HBs抗原陽性例は肝臓専門医にコンサルトする。全ての症例で核酸アナログ投与にあたっては
肝臓専門医にコンサルトすることが望ましい。
注３） 初回治療時にHBc抗体、HBs抗体未測定の再治療例では抗体価が低下している場合があり、
HBV-DNA定量検査などによる精査が望ましい。
注４） PCR法およびリアルタイムPCR法により実施する。より検出感度の高いリアルタイムPCR 法
が望ましい。
注５） リツキシマブ・ステロイド使用例、造血細胞移植例はHBV再活性化の高リスクであり、注意
が必要である。フルダラビンは強力な免疫抑制作用を有するが、HBV再活性化のリスクは不明であり、
今後注意が必要である。
注６） 免疫抑制・化学療法を開始する前、できるだけ早期に投与を開始することが望ましい。
注７） 免疫抑制・化学療法中はHBV-DNA定量検査が検出感度以上になった時点で直ちに投与を開始
する。
注８） 核酸アナログはエンテカビルの使用を推奨する。核酸アナログ投与中は原則として１～３ヶ
月に１回、HBV-DNA定量検査を行う。
注９） 下記の条件を満たす場合には核酸アナログ投与の終了を検討して良い。
スクリーニング時にHBs抗原（+）例ではB型慢性肝炎における核酸アナログ投与終了基準を満たす場
合。スクリーニング時にHBc抗体（+）and/or HBs抗体（+）例では、（1）免疫抑制・化学療法終了
後、少なくとも12ヶ月間は投与を継続すること。（2）この継続期間中にALT（GPT）が正常化して
いること。（但しHBV以外にALT異常の原因がある場合は除く）（3）この継続期間中にHBV-DNAが
持続陰性化していること。
注10） 核酸アナログ投与終了後12ヶ月間は厳重に経過観察する。経過観察方法は各核酸アナログの
使用上の注意に基づく。経過観察中にHBV-DNA定量検査が検出感度以上になった時点で直ちに投与
を再開する。（2011年9月26日改定）
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下，PMDA）においても，平成23年
10月に「PMDAからの医薬品適正使用のお願い－免疫抑制作用を有する医薬品の投
与に伴うB型肝炎ウイルス増殖について－」をPMDAのウェブサイトに掲載し，抗
悪性腫瘍薬，免疫抑制薬，抗リウマチ薬などの免疫抑制作用を有する医薬品を投与
する場合には，肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど
HBV増殖の徴候や症状の発現に注意して使用するよう，改めて注意喚起を行ってい
ます。

がん患者に対する抗悪性腫瘍薬を用いた治療においては，従来，特に血液悪性腫
瘍患者の治療として，ステロイドを併用した化学療法や，造血幹細胞移植が行われ
ており，高度な免疫抑制状態での治療が行われてきましたが，更に，リツキシマブ
とステロイドを併用した治療が悪性リンパ腫の治療として広く行われるようになり，
キャリア例のみならず，HBs抗原陰性患者においても，HBV再活性化に対する注意
の重要性が認識されてきました。ところが，近年，抗悪性腫瘍薬の種類は多様化し
てきており，血液悪性腫瘍患者のみでなく，固形がん患者に対しても，本剤を含む
強力な免疫抑制作用を有する抗悪性腫瘍薬の投与が行われる機会が増えつつあり，
同様の注意が必要となっています。

３．本剤の安全対策の経緯について
本剤の「根治切除不能又は転移性の腎細胞癌」の効能・効果取得時の審査段階で，

膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした臨床試験において，本剤をHBVキャリア患者に
投与した後，HBVの再活性化により肝炎が発現し，死亡に至った海外症例が報告さ
れていました（症例１参照）。本症例を踏まえ，本剤の販売開始時より添付文書に
おいて【警告】，【慎重投与】，【重要な基本的注意】及び【重大な副作用】の項
においてHBVの再活性化に関する注意が記載されています。↓

感染症：細菌，真菌，ウイルスあるいは原虫による重篤な感染症
（肺炎，アスペルギルス症，カンジダ症，敗血症等）や日和見感
染が発現又は悪化することがあり，死亡に至った症例が報告され
ている。また，B型肝炎ウイルスの再活性化により，肝不全に至
り，死亡した症例が報告されている。これらの感染症の診断がさ
れた場合，直ちに本剤を休薬又は中止し，適切な処置を行うこと。
侵襲性の全身性真菌感染の診断がされた場合，直ちに本剤の投与
を中止し，適切な抗真菌剤を投与すること。この場合は，本剤の
投与は再開しないこと。

［副作用

（重大な副作
用）］

本剤の免疫抑制作用により，細菌，真菌，ウイルスあるいは原虫
による感染症や日和見感染が発現又は悪化することがある。また，
本剤投与により，肝炎ウイルス，結核等が再活性化することがあ
るので，本剤投与に先立って感染の有無を確認すること。感染症
に罹患している場合には，本剤投与前に適切な処置をしておくこ
と。本剤投与中は感染症の発現又は増悪に十分注意すること。

［重要な基本
的注意］

肝炎ウイルス，結核等の既感染者〔再活性化するおそれがあ
る。〕

［慎重投与］

肝炎ウイルスキャリアの患者で，本剤の治療期間中に肝炎ウイル
スの再活性化により肝不全に至り，死亡した例が報告されている。
本剤投与期間中又は治療終了後は，劇症肝炎又は肝炎の増悪，肝
不全が発現するおそれがあるので，定期的に肝機能検査を行うな
ど，肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。

［警 告］
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また，製造販売業者が作成した情報提供資材の「適正使用ガイド」においても，
添付文書で注意喚起されている情報に加えて，前述の厚生労働科学研究班のまとめ
た「免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン」の内容及び
HBVの再活性化により死亡に至った海外症例の臨床経過に関する情報が記載されて
います。

上述のとおり，本剤では，既に添付文書の【警告】での記載を含め，HBVの再活
性化に関する注意喚起が行われている状況ですが，平成24年２月21日時点でHBVの
再活性化に伴う肝炎として，重篤な副作用報告が３例PMDAに報告されており，死
亡例も認められています。このうち，投与前にHBs抗原陽性であったことが確認さ
れている２症例について，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，紹介します（症例２，症例３参照）（DI注：院内LAN版等で紹介）。

なお，製造販売後においては，投与全症例を対象とした製造販売後調査が実施さ
れており，平成24年２月10日時点で2,002例が登録されています。

４．おわりに
本剤の使用に際しては，添付文書の【警告】の項に記載されているとおり，「緊

急時に十分対応できる医療施設において，がん化学療法に十分な知識・経験を持つ
医師のもとで，本療法が適切と判断される症例についてのみ投与すること」が必要
です。加えて，本剤の添付文書や「適正使用ガイド」を熟読するとともに，B型肝炎
に関する最新のガイドライン等の情報を参考にして，HBVの再活性化に注意し，
本剤投与開始前及び投与開始後の検査結果や患者の状態に応じて，適切に肝臓専門
医への相談を行うことを含め，慎重な対応をお願いします。

また，本剤の使用にあたっては，B型肝炎のみならず，留意すべき様々な副作用が
あるため，安全性プロファイルを十分に理解した上で，引き続き，適正使用へのご
協力をお願いします。

「PMDA メディナビ」と「マイ医薬品集作成サービス」の活用について

【要点】
緊急安全性情報，使用上の注意の改訂情報，回収情報等，医薬品や医療機器等の安
全性に関する重要な情報や新医薬品の審査報告書等の承認情報が発出された際に，
電子メールにより，情報を無料で配信するサービス「PMDAメディナビ」（正式名
称：医薬品医療機器情報配信サービス）が独立行政法人医薬品医療機器総合機構
（PMDA）から提供されている。（薬剤部では既に登録済み）
マイ医薬品集作成サービスについて

マイ医薬品集作成サービスは，Web上に，ユーザー自身でカスタマイズ可能な医
薬品集を作成することができるサービスです。ユーザーが必要な医薬品（マイ医薬
品）を登録することで，マイ医薬品だけに絞って，添付文書・インタビューフォー
ム・患者向医薬品ガイド等のリンクを一覧で表示できます。更に，登録されている
医薬品について，緊急安全性情報等の安全性に関する情報が発出された場合には，
注意表示がされるなどの機能を持っています。
マイ医薬品集作成サービスの登録方法

マイ医薬品集作成サービスは，PMDAメディナビの付加機能であるため，サービ
スを受けるには，PMDAメディナビとマイ医薬品集作成サービスの２つの登録が必
要です。登録はいずれも無料で，どなたでも登録できます。PMDAメディナビのご
登録がお済みでない方は，PMDAメディナビのページ
（http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html）から，PMDAメディナビの登録を
まず行ってください。 PMDAメディナビのご登録がお済みの方は，「マイ医薬品
集」で検索いただき，マイ医薬品集作成サービス
（http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-myiyaku.html）から，マイ医薬品集作成サー
ビスの登録を行ってください。



8

抗菌剤と小児の低カルニチン→低血糖の注意喚起

【対象薬剤】
フロモックス・メイアクト、トミロン、オラペネム、メリシン

医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）より、注意喚起文書が来ています。
通常、空腹・飢餓状態の際に、脂肪酸β酸化によりエネルギーを確保するのですが、
カルニチンが無いと、ミトコンドリア内のβ酸化過程が行えず、結果として低血糖
になるようです。上記の通り、妊婦にも注意してください。


