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 メサペイン（メサドン）が認可されました。効能・効果：「他の強オピオイド鎮
痛剤で治療困難な中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛」です。 

 

 「海外ではモルヒネより安価」みたいなことで要望されてましたが、「これほど
ＱＴ延長（突然死）が怖い薬は無い」と思うのですが。 

 

 結局、日本の薬価は、５mg178.30円、10mg338.50円で、オキシコンチン５㎎の
149.6円より高くなりました。海外では１ケタ安い薬なのに。また、一昔前は腎機能
の悪い方の治療に難渋していましたが、フェンタニルが使える時代になって…。 

  

海外のような「価格の利点」も無くなって、危ない点だけが目立つ薬。 

 ＦＤＡより平成18 年11月、メサドンの過剰投与、薬物相互作用、心毒性（Ｑ
Ｔ延長）から生じると考えられる副作用として、呼吸抑制障害、不整脈が生じ、
死亡する例もあることが注意喚起されている。（未承認薬使用問題ＷＧより） 

厚労省の文書が9月に出ていますが、 
「医師は製造販売業者の提供する講習を受講するとともに、薬剤師は、処方医が
講習を修了した医師であることを確認した上で調剤する」義務。 

 ＱＴ延長による突然死リスクが高いので、やたら心電図をとること。 
 心電図のタイミングは「投与の開始前」「投与中に定期的に」と、「１日投与
量が100㎎を越える前と１週間後」「ＱＴ延長を起こしやすい者」「投与量が安
定したとき」。また相互作用でＱＴ延長のあるもの（多数）に対する注意義務。 

 血中濃度が７日ほどしないと安定しないほど上がらないので、 
「７日間は増量しない」規定。コントロールが付けにくいし、半減期長い。 

 「鎮痛効果の個人差がかなり大きい」 
 「他のオピオイド鎮痛剤との等鎮痛比は確立していない」 
 つまり換算量は無いので、量の検討は頑張ってねってことです。レスキューに
使う「他のオピオイドの種類と量」をどうやって決める？ 

 他にも、「（警告）呼吸抑制は鎮痛効果の後に発現することもある」「経口モ
ルヒネ60ｍｇ/日未満のオピオイドからの切り替えは推奨されない」など、様々。 

 そもそも、禁忌、警告、慎重、注意と心配事が多いこの薬、緩和医療の理念であ
る「やすらかな」気持ちに叶う薬なのかな？ 

かなり厄介なので、安全確保の為のルール遵守、患者観察力が問われる薬  
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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. 11 

No. 214 

メキシチールカプセル 
メキシレチン塩酸塩（経口剤） 

１９０ その他の中枢神経系用薬 

２１２ 不整脈用剤 

改訂箇所 改訂内容 

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

一部改訂 

「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。 

また、本剤は植え込み型除細動器（ICD）の除細動閾値を上昇させる
場合があるので、ICDを使用している患者に本剤を追加投与した場合
又は本剤の投与量の変更を行った場合には、十分に注意して経過観
察を行うこと。」 

「過敏症症候群： 

初期症状として…（中略）また、過敏症症候群に伴い、１型糖尿病を発
症しケトアシドーシスに至った例も報告されているので、このような場
合には、適切な処置を行うこと。」 

「心室頻拍、房室ブロック： 

心室頻拍（torsades de pointesを含む）、房室ブロックがあらわれるこ
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。」 

グリベック錠 
イマチニブメシル酸塩 

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 

「肺高血圧症： 

肺高血圧症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困
難、胸痛等の症状があらわれた場合には投与を中止するとともに、他
の病因（胸水、肺水腫等）との鑑別診断を実施した上で、適切な処置
を行うこと。」 

ロセフィン静注用 
セフトリアキソンNa水和物 

６１３ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
一部改訂 

「汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血： 

汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血があらわれること
があるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、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。」 

「急性腎不全、間質性腎炎： 

急性腎不全、間質性腎炎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、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。」 

「意識障害： 

意識消失、意識レベルの低下等の意識障害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。これらの意識障害は、高度腎障害患
者での発現が多数報告されている。」 
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デノスマブ（遺伝子組換え）による重篤な低カルシウム血症について 

295 

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 

 デノスマブ（遺伝子組換え）（ランマーク皮下注120mg（以下，本剤））は，破
骨細胞の活性化に関与すると考えられているNF-κB活性化受容体リガンド
（Receptor activator for nuclear factor-κB ligand（以下，RANKL））と結合すること
によって，骨破壊に起因する病的骨折等の骨関連事象の発現を抑制する，ヒト型モ
ノクローナル抗体であり，国内においては平成24年１月に「多発性骨髄腫による骨
病変及び固形癌骨転移による骨病変」の効能・効果で承認されています。 

 本剤の販売開始（平成24年４月17日）以降，平成24年８月31日までに約7300人に
投与され，死亡例２例を含む32例の重篤な低Ca血症症例（平成24年８月31日時点）
が報告されています。これらの情報を踏まえ，平成24年９月11日付で製造販売業者
に対し安全性速報（ブルーレター）の配布を指示するとともに，更なる安全対策を
講じたので，紹介します。 

２．本剤による低Ca血症について 

（１）低Ca血症の発現状況について 

 本剤の承認審査時に提出された３つの第Ⅲ相試験では，低Ca血症の有害事象は，
本剤群で9.6%（273/2841例），対照群であるゾレドロン酸群で5.0%（141/2836

例）報告されました。また，このうち重篤な低Ca血症は，本剤群で1.4%（41/2841

例），ゾレドロン酸群で0.6%（17/2836例）に認められており，本剤投与による低
Ca血症は，ゾレドロン酸投与と比較して発現率及び重篤度が高い傾向を示しました。 

 平成24年８月31日までに製造販売業者が入手した，非重篤症例も含めた91例の低
Ca血症症例のうち，本剤投与開始から低Ca血症発現までの日数に関する情報が得ら
れた85例において，低Ca血症の副作用の発現時期は，図１のとおりでした。 

 本剤による低Ca血症は治療開始後数日から発現する可能性が示されており，本剤
投与後は頻回に血液検査を行い，観察を十分に行う必要があります。 

（２）CaとビタミンD補充の必要性について 

 本剤の承認審査時に提出された３つの第Ⅲ相試験の治験実施計画書では，「全て
の患者に対して，治験期間中に高Ca血症が認められない限り，毎日少なくとも
500mgのCa及び400IUの天然型ビタミンDの補充を強く推奨する。」と規定されて 
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いました。３つの第Ⅲ相試験の結果，Ca又はビタミンDの補充を受けなかった患者
では，補充を受けた患者と比較して，低Ca血症の発現率及び重篤度が高くなる傾向 

が認められました。 

低Ca血症 

Ca 又はビタミンD 製剤 補充 
あり 

Ca 及びビタミンD 製剤 補充 
なし 

本剤群：2374 例 
発現例数（%） 

本剤群：467 例 
発現例数（%） 

全Grade 126（5.3） 147（31.5） 

Grade ３ 48（1.9） 24（6.7） 

Grade ４ 9（0.4） 7（2.0） 

表１ 第Ⅲ相試験におけるCa又はビタミンD補充の有無別による，有害事象としての 

低Ca血症の発現状況 

 また，本剤の市販後に報告された，死亡例を含む低Ca血症症例において，ビタ
ミンDが投与されていない症例や，Caが投与されているものの，その投与量が不
足している症例など，Ca及びビタミンDの補充が十分でないと考えられる症例が
複数認められています。 

 そのため，重篤な低Ca血症の発現を軽減するためには，Ca及びビタミンDの補
充を徹底することが必要です。投与するビタミンDについては，①臨床試験では
天然型ビタミンDが使用されたため，活性型ビタミンDを使用した臨床試験データ
がないこと，②一般に，漫然とした活性型ビタミンDの投与は高Ca血症を引き起
こすおそれがあり，また，本剤を使用する患者は骨転移を有しているために，高
Ca血症を起こしやすい状態であることから，活性型でなく天然型のビタミンDを
用いることが必要です。ただし，現時点で，天然型ビタミンD製剤は医療用医薬
品としては供給されていないので，適切な一般用医薬品を購入のうえ服用するよ
う，患者への指導が必要です。なお，腎機能障害患者に対するCa及びビタミンD

の補充については次項の注意が必要です。 

（３）腎機能障害患者に対する本剤投与時の注意について 

 国内市販後に報告された低Ca血症症例の中には，重度の腎機能障害を有している
と考えられる症例も含まれていました。 

 本剤の承認審査時に提出された３つの第Ⅲ相試験では，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，重度の腎機能障害患者における使用経験は極めて限られています。
腎機能障害患者を対象とした試験としては海外第Ⅰ相試験が実施されています。そ
の結果，腎機能障害は本剤の薬物動態には影響を及ぼさず，腎機能障害患者に本剤
を投与する際に用量を調節する必要はないと判断されていますが，この試験におけ
る有害事象としての低Ca血症の発現率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（29.4%（5/17例））にお
いて，軽度及び中等度腎疾患患者並びに腎機能正常者（13.2%（5/38例））と比較
して高いことが示されています。以上より，重度の腎機能障害患者では，本剤の慎
重な投与が必要です。 

 また，一般に，腎機能障害患者や腎不全患者は，慎重な電解質管理が必要な状態
であり，このような患者に本剤を投与する場合には，血液及び尿中のCaやリンを測
定するなど，慎重な評価を行った上で，Ca投与の必要性や，Ca投与量の調整を行う
必要があります。また，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
る場合もあるため，腎機能障害の程度に応じて，天然型ビタミンDではなく，活性
型ビタミンDを補充することが必要となります。 



5 

 腎機能障害患者に本剤を投与する場合には，必要に応じて腎臓の専門医に相談
を行うことも考慮して，電解質の適切な評価と管理を行い，本剤のより慎重な投
与をお願いします。 

３．注意事項について 

 以上を踏まえ，本剤の使用に当たっては，以下の事項に特に注意して適正使用を
お願いします。 

① 投与前に，血清補正Ca値を確認し，低Ca血症が認められた場合には，是正を
行ってから投与を開始してください。 

② Ca及びビタミンDの経口補充のもとに本剤を投与してください。 

③ 投与後，頻回に血清Caを測定してください。 

④ 重度の腎機能障害患者では低Ca血症をおこすおそれが高いため，慎重に投与して
ください。 

⑤ 低Ca血症が認められた場合には，Ca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，Caの点滴投与を併用するなど，適切な処置を速やかに行ってくだ
さい。 

 ビタミンDの投与に際しては，天然型ビタミンDが，現時点では，医療用医薬品と
して供給されておらず，一般用医薬品を薬局等で患者自身が購入し服用する必要が
あるので，患者への十分な説明と服用の確認を適切に実施してください。 

 本剤の使用中は，低Ca血症に限らず，様々な副作用が発現することがあります。
本剤の投与にあたっては，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。 

（以下、文書はランマークの添付文書内容紹介→添付文書より転載） 

警告 
1.**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(「用法・用量に関連する使用上の注
意」の項参照)。 
2.**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(「慎重投与」の項参照)。 
3.**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(「重大な副作用」の項参照)。 

 

用法及び用量に関連する使用上の注意 

**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(「臨床成績」の項参照)。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。 

重要な基本的注意 

**,*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。 
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エパデールのＯＴＣ化で、あらぬところで揉め事勃発！ 

 エパデールが市販薬
になります。 

 もともと「魚油」ですし、
この手の健康食品も多いこ
とから、 

「いいんじゃないの」 

 くらいで、個人的にはあ
まり興味は無かったのです
が、何だか、場外乱闘気味
になってきました。 

 

「エパデールがＯＴＣになる」 

「薬局・薬店で脂質異常を判断」 

「セルフメディケーションが進む」 

「薬剤師権限拡大：安易な薬物療法導入」 

「薬害拡大の恐れ」 

「国民皆保険と医師の存在意義への挑戦」 

 日本医師会の鈴木邦彦常任理事は28日の日医代議員会で、脂

質異常症治療薬エパデール（イコサペント酸エチル）のスイッ
チOTC化は無効だと主張した。厚生労働省の薬事・食品衛生審
議会一般用医薬品部会は17日の会合で、委員を務める鈴木氏の
反対を押し切って、エパデールのスイッチOTC化を了承した。 

 

 鈴木常任理事は、部会として前例のない多数決によって強引
に了承されたとし、スイッチOTC薬の承認の在り方については、

エパデールの事案を含めて見直しが必要だと述べた。医薬品の
承認については、過去に発生した薬害事故を教訓に慎重に審議
すべきだと主張した。 

 

 エパデールのスイッチ化について、日本動脈硬化学会のガイ
ドラインでも生活習慣病の改善が動脈硬化性疾患予防の根幹と
されていると説明し、「安易な薬物療法の導入は厳に慎まなけ
ればならない」と述べた。 

 

また「セルフメディケーションと称して、自己責任で医薬品が
長期間にわたって服用されることを認めたことは暴挙と言うほ
かない」とも話した。 

「スイッチOTC薬の承認の在り方
について見直しが必要」と述べる
鈴木常任理事＝28日、日医会館 

日医・鈴木常任理事  エパデールのスイッチ化は無効だ( 2012年10月29日 ) 

個人的な見解ですが… 
英国でリポバスがＯＴＣ化されたの
が2004年。 
セルフメディケーションと、薬局薬
剤師の役割の増大を図りましたが、
全く売れず2010年撤退。 
さて、日本での薬店は登録販売者の
場所と化し、薬剤師が居なくて１類
医薬品販売自体やってないなどの現
実。したがって、医師会が心配する
ような問題の欠片すら起こらないと
予測されます。先般、西友グループ
で登録販売者不正受験282人が問題
となりましたが…それが薬局の現実。 

「風が吹けば桶屋が儲かる」ではないですが… 


