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 ほぼ毎日の「添付文書改訂のご案内」。こう書くと常に情報がUP DATEされて
良いことのようですが、散見される非科学が非常に残念な感じです。 

【先発保護？ベターと考えられる使用法は後発に認めない】 

 「クラビット錠：レボフロキサシン」。PK/PD理論から、１回投与量が多
い方が効果があるとして「１日1回500ｍｇ」の投与量へ変更、先発品は
「100mg錠」から「500mg錠」へ変更されました。さて、同成分のジェネ
リック「レボフロキサシン錠100mg」の用法用量は「1日100mgを1日2～3

回」のまま改訂を認めません。後発品にはベターな治療法は認めない。 

【世の公知であっても、日本国では、頑なに変えない】 

 「昔のアミノグリコシド系抗菌剤注射全般」。投与法が今の理論（血中濃
度ピークを高くして効果を確保、トラフを下げて副作用減弱）に合わない
「１日2～3回投与」のまま放置。有効性と安全性を確保したくない？ 

 「ドルミカム注射液」は、がん緩和療法のマニュアルに記載されるレベル
で使用が大いに推奨されていますが、承認効能は「麻酔前投薬、全身麻酔の
導入及び維持、集中治療の人工呼吸中の鎮静」に、これも放置。 

 また、昔は緩和に麻薬を使用するのは「最後の手段」で短期間でしたが、
近年は「軽度～中等度」 （WHOラダー）で、より少量から使用し、除痛の
状況に合わせて増量することが推奨されます。その重要薬剤である「モルヒ
ネ注射薬」の添付文書は、国としての承認用量を「50mg～200mg」のまま
未改訂。国策「がん治療の均てん化」の主旨と合いませんね。 

【もはや科学的思考の及ばない世界：記載と実態を意図的に乖離】 

 多発性硬化症用剤の「イムセラ/ジレニア錠」では、初期の添付文書上で
は「一過性の心拍数低下」のため「初回投与後少なくとも6 時間はバイタル
サインの観察を行い…」とされていました。しかし、承認に至る国内治験
データを見ると「初回投与 6 時間後もモニタリングが必要」とされたのは
「0.5 mg 群29.8％、1.25mg群38.9％」となっています。添付文書の「６時
間」は３～４割に合わない設定。「？」。何でそんな中途半端な設定を。 

 しかし、ここからが奇妙。公開されている審査報告書の記述：「申請者
（＝メーカー）は、本剤を医療機関に納入する際には 6 時間以上のモニタ
リングが必須であることを説明し、その内容を確認したことを文書への署名
により担保すること…」などという記述。表と裏で説明が意図的に乖離。 

 で、後日、「特に投与初期は大きく心拍数が低下することがある」と警告
を付け「初回投与前及び初回投与6時間後に12誘導心電図を測定すること．
また，初回投与後24時間は心拍数及び血圧の測定に加え，連続的に心電図
をモニターすることが望ましい」へ添付文書改訂。変なことしなきゃ…。 

 このような「腑に落ちない添付文書」は少なくはありません。「添付文書には、
自然科学と言えない記述が多々ある」ことを大前提に、治験データや専門薬剤師が
もたらす最新知見など、さまざまな情報を重視する必要がありそうです。 
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「患者副作用報告」の開始について 

292 

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 

 患者副作用報告制度の導入に関する取り組みについては，医薬品・医療機器等安
全性情報No.276で紹介しましたが，平成24年３月，独立行政法人医薬品医療機器総
合機構（PMDA）が，医薬品によって生じた副作用を患者又はその家族がインター
ネットを介して報告できる，患者副作用報告システムの運用を試行的に開始しまし
た。医薬品による副作用が疑われた場合，医療関係者から直接，又は医薬品の製造
販売業者を介して，厚生労働省へ報告が行われていますが，このシステムの開始に
より，患者から直接PMDAに報告を行うことが可能となりました。 

２．患者副作用報告システムについて 

 患者副作用報告システムは，医薬品によって生じた副作用ではないかと疑われた
場合，副作用が現れた本人，またはその家族から，その情報を収集するための仕組
みです。収集された情報は，医薬品による副作用の発生傾向を把握する等，医薬品
の安全対策を進める目的で利用されます。報告は，医薬品医療機器情報提供ホーム
ページに開設した患者副作用報告システム
（http://www.info.pmda.go.jp/fukusayou_houkoku/fukusayou_houkoku_attention.html

）にて，受け付けています。 

 インターネットの検索サイトで「患者副作用報告」で検索するか，医薬品医療機
器情報提供ホームページの「一般の皆様向け」情報の中の「患者副作用報告」（HP

内の場所は４ページの図を参照）より，報告ページにアクセスできます。 

 報告いただく情報は，（１）報告される方，（２）副作用が現れた方，（３）生
じた副作用，（４）副作用を引き起こした医薬品，（５）副作用情報を聞くことの
できる医療機関等についてです。 

 受け付けた副作用報告については，より詳しい情報を得るため，PMDAが調査を
実施する場合があります。その場合は，原則として副作用が現れた方本人に承諾を
得た上で，必要に応じて関係の医療機関等にも協力をいただく場合があります。 

 また，報告された情報は，個人情報を除き，PMDAから厚生労働省及びその医薬
品を供給する製造販売業者へ提供することがあるほか，安全対策の一環として広く
公表することがあります。この場合，報告者，副作用が現れた方本人及び関係の医
療機関等のプライバシーに十分配慮して行われます。 

３．これまでの報告状況 

 患者副作用報告の受付開始以降平成24年５月末までに，90例の報告がありました。
このうち，患者本人による報告が71例，患者の家族による報告が19例でした。 

 これらの報告で，副作用を引き起こしたとされる医薬品は，のべ119品目（医療
用医薬品116品目，一般用医薬品３品目），副作用と疑われる症状は，のべ101件で
した。また，このうち，71件（70％）が医療機関を受診していました。 

 症状の発生時期は，平成23年以降に発生した例が66％であり，副作用が発生して
から比較的短期間で報告が行われている例が多く見られています。 

４．おわりに 

 現在，患者副作用報告システムで，試行的に報告の収集を開始していますが，試
行期間中に収集した報告や報告者へのアンケート調査の結果等を元に報告システム
の見直し，運用方法の検討等を行ったうえで，正式に報告の受け付けを開始する予
定です。（以下、利用していただきたい旨の挨拶文、略） 
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PMDAのHPの
トップページに、
患者副作用報告の
ボタンがある。 
押すと、左の画面
へ移行し、下部の
「報告開始」のボ
タンに行きつく。 
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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. 7 

No. 211 

リリカカプセル 
プレガバリン 

１１９ その他の中枢神経系用薬 

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 
 
 
 
［副作用］の「重大な副作用」 
追記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［高齢者への投与］一部改訂 

「本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自
動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動
車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する
こと。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こし
た例があるため、十分に注意すること。」 

「めまい、傾眠、意識消失： 

めまい、傾眠、意識消失があらわれ、転倒し骨折等に至ったと
の報告があるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合
には投与を中止又は減量するなど、適切な処置を行うこと。」 

「低血糖： 

低血糖があらわれることがあるので、脱力感、倦怠感、冷汗、振
戦、意識障害等の低血糖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。」 

「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
熱等の臨床症状を十分に観察し、異常が認められた場合には
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。」 

「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、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）、多形紅斑： 

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、適
切な処置を行うこと。」 

「高齢者では腎機能が低下していることが多いため、クレアチニ
ンクリアランス値を参考に投与量、投与間隔を調節するなど、慎
重に投与すること。 

また、高齢者ではめまい、傾眠、意識消失等により転倒し骨折
等を起こした例があるため、十分に注意すること。」 

インフルエンザＨＡワクチン ６３１ ワクチン類 

改訂箇所 改訂内容 

［副反応］の「重大な副反応」 
追記 

「ネフローゼ症候群： 

ネフローゼ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適切な処置を行うこと。」 
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リウマトレックスカプセル 

メトトレキサート 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］追記 
［慎重投与］追記 
 
［重要な基本的注意］追記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「活動性結核の患者」 

「結核の既感染者（特に結核の既往歴のある患者及び胸部Ｘ線
検査上結核治癒所見のある患者）」 

「本剤投与に先立って結核に関する十分な問診、胸部Ｘ線検査
及びツベルクリン反応検査を行い、適宜胸部 CT 検査、イン
ターフェロンγ 応答測定（クォンティフェロン）等を行うことにより、
結核感染の有無を確認すること。 

結核の既往歴を有する場合及び結核感染が疑われる場合には、
結核の診療経験がある医師に相談すること。以下のいずれか
の患者には、原則として抗結核薬の投与をした上で、本剤を投
与すること。 

（1）胸部画像検査で陳旧性結核に合致するか推定され
る陰影を有する患者 

（2）結核の治療歴（肺外結核を含む）を有する患者 

（3）ツベルクリン反応検査やインターフェロンγ 応答測
定（クォンティフェロン）等の検査により、既感染が強く疑
われる患者 

（4）結核患者との濃厚接触歴を有する患者 

また、本剤投与中も、胸部Ｘ線検査等の適切な検査を定期的に
行うなど結核の発現には十分に注意し、患者に対し、結核を疑
う症状が発現した場合（持続する咳、発熱等）には速やかに主
治医に連絡するよう説明すること。なお、結核の活動性が確認
された場合は本剤を投与しないこと。」 

「結核： 

結核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。」 

 HP閲覧中に、下のバナーが出ていることがあります。独立行政法人医薬品医療
機器総合機構（PMDA）の広告ですね。 

HPで推しているポイントは、 

「安全性に関する改訂情報を自
動的に教えてくれる」ことと、 

オプションとして、「マイ医薬
品集」がWEB上に作れることの
ようです。WEB上ですから、添

付文書、インタビューフォーム、
患者向け説明書などのリンクが
簡単にカスタマイズできるよう
です。 
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薬事委員会報告（ダイジェスト） 

【新規仮採用薬】 

エクア錠５0mg（ビルダグリプチン：ノバルティス）97.5円 

【効】2型糖尿病：ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られな
い場合に限る。(1)食事療法、運動療法のみ(2)食事療法、運動療法に加え
てスルホニルウレア剤を使用 

【用】成人50mgを1日2回朝、夕に経口投与。なお、患者の状態に応じて
50mgを1日1回朝に投与することができる。 

ヒアガード0.85眼粘弾剤1％（ヒアルロン酸Na：日本点眼薬）3227.5円 

【効】白内障手術・眼内レンズ挿入術・全層角膜移植術における手術補助 

【用】白内障手術・眼内レンズ挿入術を連続して施行する場合には、通常
0.2～0.75mLを前房内へ注入する。また、眼内レンズのコーティングに
約0.1mL使用する。ただし、白内障手術又は眼内レンズ挿入術のみを施
行する場合には、以下のとおり。◆白内障手術：通常0.1～0.4mLを前房
内へ注入。 ◆眼内レンズ挿入術：眼内レンズ挿入前に、通常0.1～
0.5mLを前房内へ注入。眼内レンズのコーティングに約0.1mL。 ◆全層
角膜移植術：移植眼の角膜片を除去後に、通常0.1～0.6mLを前房内へ注
入、移植片角膜を本剤上に浮遊させて縫合。提供眼の移植片角膜のコー
ティングに約0.1mL。 

→オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％（6342.8円）より安価であ
るが、しばらく併用し使用感等を比較したい。 

【緊急購入医薬品（上記以外）】 

カンサイダス70mg/50mg（カスポファンギン：MSD）21992円/16256円 

【効】1. 真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症、2. カンジダ属又はアス
ペルギルス属による下記の真菌感染症◆食道カンジダ症、侵襲性カンジダ
症、アスペルギルス症 

【用】投与初日に70mgを、投与2日目以降は50mgを1日1回など 

バクトラミン注（トリメトプリム/スルファメトキサゾール：中外）580円 

【効】カリニ肺炎 

【用】1日量15～20mg/kgを3回に分け、1～2時間かけて点滴静注  

【その他】 

《購入規格追加》 

ニューロライト注射液400MBｑ/2ｍL（27900円/筒）放射性医薬品 

アドベイト注射用2000（136983円）血液凝固第VIII因子 

 《販売中止などへの対応：後発品が軒並み「販売中止」話になりません》 

トライビー注：（ビタミンB１,6,12）販売中止 

→他の後発商品も入手不可能、冷所保存品等の問題 

→ネオラミンスリービーへ戻すしかなさそう 

ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ「ｻﾝﾄﾞ」450mg、150mg、50mgが入手不可能。 

→「日医工」だけ入手可能なので変更。 

ナーセット配合錠（ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄの後発品）販売中止 

→既に購入実績のある「エピカルスS配合錠」へ変更 

ドキソルビシン10mg、50mg「サンド」販売中止 

→日本化薬のドキソルビシン「NK」が入手可能なので、変更 

 

 


