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 前月号では、トクホコーラのデータ
の「ご都合主義的」な感じを、多少批
判的に述べて、トクホは、既に、国民
の健康を整えるものという側面よりも
「企業の懐具合をととのえる」ものに
なっちゃった感があるという、個人的
見解を書かせていただきましたが、そ
の後、朝日新聞24年10月3日号に、右
の記事が出まして…。 

 

 あまりに私の考えと近かったので、
紹介させていただきます。 

 右下の見出しは「トクホ、企業戦略
が先行 効果は限定的」という、ほぼ
私が共感できる内容になっており、国
立・栄養研究所の方のコメントで論理
強化をいたしております。 

「食べ過ぎた不安を解消する目的で利
用するのは問題です」という文は、利
用者のありかたを問う意味で、もっと、
あちこちで語られるべきでしょうね。 

しかし、この記事の 

最後のオチが秀逸！ 

本当でした！ 

 カロリーハーフ・ゼロの商品宣伝も、
こいつも、コレさえあれば暴飲暴食可能
というメッセージのものばかりですね。 

 ああいうＣＭって、よほど食い意地の
はった人物が「食う本能だけ」で作って
いるイメージ。そこには、品、粋、洒落
みたいな文化的香りが無く、情けない。 
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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. 10 

No. 213 

ランマーク皮下注 
デノスマブ 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 
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［副作用］の「重大な副作用」 

一部改訂 

「本剤の治療開始後数日から、重篤な低カルシウム血症があら
われることがあり、死亡に至った例が報告されている。本剤の
投与に際しては、頻回に血液検査を行い、観察を十分に行うこ
と。本剤による重篤な低カルシウム血症の発現を軽減するため、
血清補正カルシウム値が高値でない限り、カルシウム及びビタ
ミンＤの経口補充のもとに本剤を投与すること。」 

「重度の腎機能障害患者では低カルシウム血症を起こすおそ
れが高いため、慎重に投与すること。」 

「本剤投与後に低カルシウム血症が認められた場合には、カル
シウム及びビタミンＤの経口投与に加えて、緊急を要する場合
には、カルシウムの点滴投与を併用するなど、適切な処置を速
やかに行うこと。」 

「本剤による重篤な低カルシウム血症の発現を軽減するため、
血清補正カルシウム値が高値でない限り、毎日少なくともカル
シウムとして500mg及び天然型ビタミンＤとして400IUの投与を行
うこと。ただし、腎機能障害患者では、ビタミンＤの活性化が障
害されているため、腎機能障害の程度に応じ、ビタミンＤについ
ては活性型ビタミンＤを使用するとともに、カルシウムについて
は投与の必要性を判断し、投与量を適宜調整すること。」 

「重度の腎機能障害のある患者〔低カルシウム血症を起こすお
それがある。本剤の第Ⅲ相臨床試験では、クレアチニンクリアラ
ンス値が30mL/min未満の重度腎疾患患者及び透析の必要な
末期腎不全患者は対象から除外されており、本剤の使用経験
が少ない。〕 

「低カルシウム血症があらわれることがあるので、本剤投与開
始前に、血清カルシウム、リン等の血清電解質濃度を測定する
こと。血清補正カルシウム値を確認し、低カルシウム血症が認
められた場合には、低カルシウム血症を是正した後に、本剤の
投与を開始すること。」 

「治療開始後数日から、低カルシウム血症があらわれることが
ある。本剤投与後は、患者の状態に注意し、頻回に血清カルシ
ウム、リン等の血清電解質濃度を測定すること。」 

「臨床症状（テタニー、しびれ等）を伴う低カルシウム血症があら
われた場合には、カルシウム剤の点滴投与が有効である。」 

「低カルシウム血症： 

QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等の症状を伴う低
カルシウム血症があらわれることがあり、死亡に至った例が報
告されている。観察を十分に行い、低カルシウム血症が認めら
れた場合には、カルシウム及びビタミンＤの経口投与に加えて、
緊急を要する場合には、カルシウムの点滴投与を併用するなど、
適切な処置を速やかに行うこと。」 
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ナボールゲル 他 
ジクロフェナクナトリウム外皮用 

２６４ 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
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（蕁麻疹、血管浮腫、呼吸困難等）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
れた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。」 

コンタクトレンズの適正使用と眼障害防止について 

294 

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 

  視力補正用コンタクトレンズは，従来より，薬事法（昭和35年法律第145号）

に基づき「高度管理医療機器」として規制され，安全性，品質の確保が行われてい
ます。一方，近年若者を中心に使用されている，視力補正を目的としない，いわゆ
るおしゃれ用カラーコンタクトレンズについても，使用者の不適切な取扱いによる
眼障害や品質に関する問題が報告されたことなどを受け，平成21年11月より，非視
力補正用コンタクトレンズとして薬事法の「高度管理医療機器」に指定され，規制
対象となっています。 

２．コンタクトレンズによる眼障害 

（１）医薬関係者からの眼障害の報告 

 平成21年度から23年度までの３年間に，医薬品・医療機器等安全性情報報告制度
により，医薬関係者から厚生労働省に対し，69件のコンタクトレンズに関する眼障

害の報告が寄せられました。報告された眼障害は表１のとおりであり，その多くは
角膜浸潤，角膜びらんなどの角膜障害や，結膜障害の事例です。眼障害の主な原因
として，コンタクトレンズの手入れ不良や長時間装用などの不適切な使用，使用に
あたり眼科医療機関を受診していないことなどが報告されており，コンタクトレン
ズ販売時に，使用者に対し眼障害のリスクや適切な使用方法などが十分に説明され
ていないこと，使用者においても，眼障害のリスクに対する認識が低く，適正使用
に対する意識が低いことなどが問題として指摘されています。 

眼障害 報告件数 

角膜浸潤 21 

角膜びらん 14 

角膜炎 10 

結膜炎 18 

アレルギー性結膜炎 5 

充血 6 

69件の報告のうち，製品が特定できた43件
（未承認品を除く）において，20件が非視
力補正用のいわゆるおしゃれ用カラーコンタ
クトレンズを使用した症例でした。 

左：表１ 報告された主な眼障害 

１ 報告中に複数の健康被害の記載がある
場合はそれぞれを１件として計上。５件
以上の報告があった健康被害を掲載。 
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（２）日本眼科医会によるアンケート調査結果 

 公益社団法人日本眼科医会が，コンタクトレンズによる眼障害について眼科医療
機関を対象に行ったアンケート調査結果を発表しています。それによれば，コンタ
クトレンズによる眼障害のため医療機関を受診した患者では重篤な角膜潰瘍，角膜
浸潤に至った事例もあること，眼障害を生じたコンタクトレンズの種類として，近
年，いわゆるおしゃれ用カラーコンタクトレンズが増加していることなどが報告さ
れています。ここでも，眼障害の原因としては，長時間装用や洗浄不良などの不適
切な使用が多いとされています。また，眼科医療機関を受診せず購入している事例
や使用中の定期検査を全く受けていない事例が，特に通信販売・インターネット販
売での購入者に多いと報告されています。 

３．コンタクトレンズ販売時の情報提供等の徹底 

 コンタクトレンズによる眼障害を防止するためには，製品自体の安全性の確保は
もとより，使用者が適切に使用することが重要です。 

 コンタクトレンズについては，これまでも，使用者への適正使用に関する情報提
供や，適正使用の普及・啓発について，製造販売業者等に対し指導してきましたが，
近年のおしゃれ用カラーコンタクトレンズの一般化，インターネット販売をはじめ
とする販売方法の多様化に鑑み，平成24年７月18日付けで通知（薬食発0718第16号
厚生労働省医薬食品局長通知「コンタクトレンズの販売時における取扱いについ
て」）を発出しました。↓ 

４．医療関係者へのお願い 

（１）コンタクトレンズの適正使用の普及・啓発 

 コンタクトレンズの装用・ケアは使用者自身が行うため，眼障害を防止するため
には，使用者への適切な使用についての普及・啓発を，購入時のみならず，コンタ
クトレンズ使用中も継続して行っていくことが必要です。コンタクトレンズ使用開
始時やコンタクトレンズ使用中の定期受診時には，適切な使用の重要性や定期検査
の必要性について，引き続き指導の徹底をお願いします。 

 日本コンタクトレンズ学会，日本眼科医会などの関係学会等では，コンタクトレ
ンズの適正使用等に関する情報提供ホームページを以下のとおり開設しており，適
正使用の推進のための啓発ポスターやリーフレットがダウンロード可能ですのでご
活用ください。 

 また，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）では，一般の方向けに
コンタクトレンズに関するＱ＆Ａをホームページ
（http://www.info.pmda.go.jp/mdevicesqa/mdevicesqa.html）に掲載しているほか，
医療機器相談窓口（03-3506-9436，月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午
前９時～午後５時）において，使用方法の注意などの相談も受けていますので，コ
ンタクトレンズの使用者への情報提供にご活用ください。 

◦ 販売時に，購入者に対し，医療機関への受診状況を確認し，受診した医療機関
の名称を記録・保存すること。 

◦ 販売時に，購入者が医療機関を受診していない場合は，コンタクトレンズによ
る健康被害等について情報を提供し，医療機関を受診するよう推奨すること。 

◦ 不適正な使用の結果，重篤な眼障害が発生するおそれがあることを含め，適正
な使用のために必要な情報の提供に努めること。 

◦ 購入者より眼障害の相談等があった場合は，必要に応じ，購入前に受診した医
療機関に対し，発生した健康被害の内容等に係る情報を提供するよう努めること。 

◦ 販売業者の販売管理者は，保健衛生上の支障を生ずるおそれがないように，そ
の営業所の業務につき，販売業者に対して行うこととされている意見具申の徹底
を図ること。 
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（２）医薬品・医療機器安全性情報報告制度による報告 

 コンタクトレンズによる眼障害の事例で，保健衛生上の危害の発生又は拡大を防
止するため報告の必要があると考えられる場合には，医薬品・医療機器安全性情報
報告制度により厚生労働省に報告をお願いします。報告に当たっては，安全対策の
検討，実施のために必要ですので，使用されていたコンタクトレンズの販売名，製
造販売業者，ロット番号など，製品を特定できる情報を可能な限り使用者から聴取
いただき，報告してください。 

 また，安全対策を検討するにあたって追加の情報が必要な場合，医療機関等に対
し，報告された製品の製造販売業者が詳細調査を実施することがありますので，そ
の際には調査へのご協力をお願いします。 

日本コンタクトレンズ学会ホームページ 

 ・コンタクトレンズ教室 

  http://www.clgakkai.jp/general/study.html 

 ・ソフトコンタクトレンズの正しいケア方法 

  http://www.clgakkai.jp/general/scl_care.html 

日本眼科医会ホームページ 

 ・コンタクトレンズを正しく安全に使いましょう 

  http://www.gankaikai.or.jp/contact-lens/safety.html 

日本コンタクトレンズ協会ホームページ 

 ・適正使用チェックリスト 

  http://www.jcla.gr.jp/menu/index.asp?patten_cd=12&page_no=6 

 ・安全に使用するために 

  http://www.jcla.gr.jp/menu/index.asp?patten_cd=12&page_no=11 

日本コンタクトレンズ協会 啓発ポスター 

  http://www.jcla.gr.jp/menu/index.asp?patten_cd=12&page_no=27 

平成23 年シーズンのインフルエンザ 

予防接種後副反応報告のまとめについて 

１．はじめに 

 平成23年10月から平成24年３月末までに報告されたインフルエンザ予防接種後副
反応の報告状況について紹介します。 

 インフルエンザ（H １N １） 2009とインフルエンザ（A ／ H ３N ２とB型）を含
む３価のインフルエンザワクチンの接種が平成23年10月から開始され，「副反応報
告基準」に該当する副反応であると診断した場合は，因果関係の有無に関わらず，
厚生労働省に報告することとされました。報告された副反応については，随時，医
薬品医療機器総合機構（以下，「PMDA」という。）において集計・評価し，死亡
症例，重篤症例等については専門家の意見も聴取して因果関係評価等を行いました。 

 これらの副反応報告については，定期的に薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対
策部会安全対策調査会及びインフルエンザ予防接種後副反応検討会の合同開催の会
議で調査，審議が行われ，安全対策の必要性について検討されており，本稿ではそ
の結果を報告します。また，平成21年４月１日以降平成24年３月31日までに集積さ
れたインフルエンザワクチンの副反応報告についてPMDAにおいて整理，調査し，
添付文書の改訂等の注意喚起の必要性についての検討を実施したので，その安全対
策の内容についても紹介します。 

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23年10月１日～平成24年３月31日） 

（１）副反応報告数・頻度 インフルエンザワクチンによる副反応報告数及び医療
機関納入数量から算出した推定接種者数に基づく報告頻度は表１のとおりでした。 
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（３） 報告された副反応の内容 
 平成23年シーズンのインフルエンザワクチンの器官別大分類別副反応報告の内容は表４の最
右欄のとおりです。平成22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。 

 また，接種後の死亡報告は平成24年５月21日までに９例報告されましたが，専門家の評価に
よると，いずれの症例も，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た症例はないとされました。 

 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60例ありましたが，このうち，専門家の評価もふまえギラン・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，各々１例，８例でした。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注２）は51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35例（うち重篤23

例）でした。ブライトン分類レベル３以上の報告頻度は10万接種当たり0.3でした。 

 なお，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51例のうち43例は，一般財団
法人化学及血清療法研究所（以下，「化血研」という。）が製造したワクチンを接種した症例で
あり，ブライトン分類レベル３以上の症例のロット毎の報告頻度は最高10万接種当たり1.4と他
社の報告頻度（最高10万接種当たり0.4）と比べて高かったことから，その原因について調査を
行いました。その結果，化血研の製品において国家検定並びに製造販売業者が行う自家試験成績
において問題は確認されず，製造工場での製造管理・品質管理についても特段の問題は確認され
ませんでした。一方で，化血研のインフルエンザワクチンにのみ保存剤としてフェノキシエタ
ノール（以下，「PE」という。）が含有されていることから，PEがアナフィラキシー発生に及
ぼす影響について調査を行った結果, 特にアナフィラキシーを起こした患者の血液を用いた好塩
基球活性化試験において, PE単独刺激によるCD203cの発現量の増加はなかったものの, PE入り
インフルエンザワクチンで刺激するとCD203cの発現量が増加する症例が認められました。一方
PEを含まない化血研のインフルエンザワクチンとチメロサールを含む他社のインフルエンザワ
クチンで刺激したところCD203cの発現に差は認められませんでした。以上のことから, 念 

のための対応として平成24年シーズンについては化血研のインフルエンザワクチンは保存剤を
PE からチメロサールに変更することになりました。 

表１ 副反応報告数及び推定接種者数（単位：例） 

医療機関からの副反応報告 製造販売業者からの副反応報告 

推定接種者数
（回分） 

副反応報
告数 

 
うち重篤報告数 

 
重篤度報告数 

50,325,537 554 96 うち死亡報告７ 83 うち死亡報告1 

表３ 年齢別報告数（単位：例） 
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 また, インフルエン

ザワクチン接種後のア
ナフィラキシーの発現
については, すべての
製剤について平成24年
シーズンも引き続き, 

以下の点に留意が必要
とされました。 

 

 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 

３．安全対策に関する検討結果について 
 平成21年４月１日以降平成24年３月31日までにPMDAに報告されたインフルエンザHAワク
チンの副反応の報告状況についてPMDAにおいて，整理，調査を行い，使用上の注意の改訂の
必要性について検討を行いました。 

 副反応報告集積状況及び因果関係評価の結果より，注意喚起の検討が必要と考えられた事象
は，ネフローゼ症候群及び間質性腎炎でした。 

 ネフローゼ症候群については，因果関係が否定できない国内症例（直近３年度）が３例集積
していることから，専門家の意見もふまえ使用上の注意に記載することが適切であると判断さ
れ，平成24年７月10日に使用上の注意の改訂を指示しました。間質性腎炎については，根拠と
なる症例が少なく，因果関係が明確に判断できないことから，現時点では改訂しないと判断さ
れ，今後の集積状況等に引き続き注視することとしました。 

４．今後の安全対策について 

 医療機関においては，平成24年シーズンも引き続きアナフィラキシーの発生に際
しては以下の点をご留意ください。 

 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 

 また，アナフィラキシー以外でも「副反応報告基準」に該当する副反応を診断し
た場合は，速やかな報告をお願いします。 

 今後とも，これらの副反応報告等の安全性に関する情報を収集し，引き続き安全
対策の必要性を検討していきますので，副反応報告をお願いします。 
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【新規仮採用薬】 

ルナベル配合錠（ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ：日本新薬）327.9円 

【効】子宮内膜症の月経困難症、機能性月経困難症 

【用】１日１錠を毎日一定の時刻に２１日間経口投与、その後７日間休薬する。以上２
８日間を投与１周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、２９
日目から次の周期の錠剤を投与、以後同様に繰り返す。 

平成24年度 第4回 薬事委員会報告（ダイジェスト） 

ゴナックス皮下注用(ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩：ｱｽﾃﾗｽ) 80mg:23,693円、120mg:29,126円               

【効】前立腺癌 

【用】通常、成人には初回は240mg を1 カ所あたり120mg ずつ腹部2 カ所に皮下投
与。2 回目以降は、初回投与4 週間後より、80mg を維持用量とし、腹部1 カ所に
皮下投与し、4 週間間隔で投与を繰り返す。 

初回投与：1 カ所あたり、本剤120mg に注射用水3.0mL を注入、溶解後速やかに
3.0mL を皮下投与。（3.0mL で溶解→40mg/mL となる） 

2 回目以降：本剤80mg バイアルに注射用水4.2mL を注入し、溶解後速やかに4.0mL 
を皮下投与する。（4.2mL で溶解→20mg/mL となる） 

サインバルタｶﾌﾟｾﾙ20mg（デュロキセチン：ｼｵﾉｷﾞ・ﾘﾘｰ）168.7円 

【効】１．欝病・欝状態。 

   ２．糖尿病性神経障害に伴う疼痛。 

【用】１日１回朝食後、４０ｍｇを経口投与する。投与は１日２０ｍｇより開始し、１
週間以上の間隔を空けて１日用量として２０ｍｇずつ増量。なお、効果不十分な場
合には、１日６０ｍｇまで増量することができる。 

【新規緊急購入医薬品（前頁以外）】 

アクプラ静注用100mg（ネダプラチン：塩野義）48137円 

【効】頭頸部癌，肺小細胞癌，肺非小細胞癌，食道癌，膀胱癌，精巣（睾丸）腫瘍，卵
巣癌，子宮頸癌 

【用】紙面の都合上、添付文書参照。 

献血テタノブリンIH1500単位（抗破傷風人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ：田辺三菱）20839円 

【効】破傷風の発症予防並びに発症後の症状軽減のための治療に用いる 

【用】（前略）破傷風の治療においては,軽～中等症例では,1,500～3,000国際単位,重
症例では3,000～4,500国際単位を投与する.なお,症状により適宜増量する。 

≪後発品切り替え：今後随時切り替え、他の独法等と並ぶ数値を目指す≫ 

•シプロフロキサシン注「明治」200ｍｇ、300ｍｇ（1446円、1620円） 

•シプロフロキサシン錠「タナベ」200ｍｇ（16.6円） 

•オメプラゾール注20ｍｇ「日医工」（318円） 

•メバン錠10ｍｇ「日医工」（43円） 

≪削除薬≫ 

•ルボックス錠２５ｍｇ、シプロキサン注200㎎、300㎎。 

•シプロキサン錠200㎎、オメプラール注20㎎、メバロチン錠10㎎ 

カピステン筋注50mg（ケトプロフェン：キッセイ）129円 

【効】１．次記の疾患ならびに状態における鎮痛・消炎：術後、外傷、各種
癌、痛風発作、症候性神経痛。 

   ２．緊急に解熱を必要とする場合。 

【用】１．鎮痛・消炎の目的に用いる場合：１回５０ｍｇを殿部筋肉内に注射し、その
後必要に応じて１日１～２回反復注射する。なお、年齢、症状により適宜増減。 

２．解熱の目的に用いる場合：１回５０ｍｇを１日１～２回殿部筋肉内に注射する。な
お、年齢、症状により適宜増減する。 


