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 実は、他にも「ペグ～」といえば、「ペグイントロン」＝「ペグインターフェロン α-2b」
つまり、ペグがくっついたインターフェロン。ペガシスは「ペグインターフェロン アル
ファ－２ａ」。 
 インターフェロンに「ペグ」というのをくっつけると、インターフェロンの分解が遅れる
＝体内に残るので、今まで毎日あるいは週３回注射する必要があったのに、コレだ
と週１回でいい、みたいなことになります。 
 なるほど、ペグを付けると、効果が長くなるという印象になりますね。 

PEG化～という薬が増えてきてますが… 

 先日発売された「ジーラスタ皮下注3.6mg（0.36mL）」。一般
名をペグフィルグラスチム、つまりペグ＋フィルグラスチムです。
フィルグラスチムは先発品名を「グラン」。Ｇ－ＣＳＦですね。好
中球を増やしたり…という薬です。 
 グランよりも長い時間効果があるので、「化学療法1サイクル
あたり１回皮下投与」だけで「がん化学療法による発熱性好中
球減少症の発症抑制」ができる製剤とされます。 
 ペグというのは、何か凄そうな気がしてきます。 

 さらに他の薬を見てみます。ドキシル注の説明は「ドキソルビシン塩酸塩をPEG化リポソーム（STEALTHリポ
ソーム）に封入したドラッグデリバリーシステム（DDS：薬物送達システム）を活用した製剤…」とあります。 
 つまり、ステルス機能を付けたので「本剤はマクロファージと呼ばれる免疫機能に関連する貪食細胞に捕捉
されることなく、標的組織へ有効成分を運搬する」と…隠密忍者みたいな活躍になってますね。 

そもそもペグ＝ＰＥＧって何だろう？ 

 ＰＥＧというのは「ポリエチレングリコール：polyethylene glycol」の略称。ポリエチレンというと、皆さんご存じの
ポリ袋。そのグリコール。化学名で後ろの感じが「オール」の雰囲気の場合は「アルコール」ーＯＨの構造になり
ますね。グリコールはＯＨが２個ついたもの。 

 さて、ではエチレンというのは？ 
 化学では炭素１個の炭化水素を「メタン」。炭素が２個で「エタン（左の図）」。炭素３個
で「プロパン」、炭素４個を「ブタン」と呼びます。以後、炭素５個ペンタン、６個ヘキサン、
７個ヘプタン、８個オクタン、９個ノナン、１０個デカンとなります。 
 一般の人も知っている名前が多いですね～。 

 プロパンガスは、このプロパンとブタンなどの混ぜ物だし、カセットボンベを見れば、ブタンガスって書
いてあると思います。アメリカ国防総省の別名を「ペンタゴン」＝５角形だから。 
 ガソリンスタンドで「レギュラー」と「ハイオク」ってありますが、ハイオクは「ハイなオクタン価」。ガソリン
の中に含まれる炭素8個の「オクタン」の割合が高いほど着火しやすいってことです。 

 ちょっと横道にそれましたが、炭素１個のメタンにアルコール（ＯＨ）が付くと「メタノール」。炭素２個
のエタンにＯＨが付けば「エタノール」。消毒やお酒ですね。単純な化合物ですね。 

 ここまでの流れで説明すれば、エチレングリコールは左上図のエタンにＯＨが２個付いた形。さらに、化学用
語で「ポリ」というのは「たくさん」という意味なので、エチレングリコールがたくさんくっついて長ーく、鎖のように
繋がったのが「ポリエチレングリコール」（右下の図）です。（nは繰り返しの意味） 

 ＰＥＧ化＝忍者みたいな凄い奴みたいに宣伝されますが、実は、そんなに複雑怪
奇な化合物じゃないので、今後も増えるんじゃないかな。恩恵が増えるといいですね。 

エタン 
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1：カバジタキセル アセトン付加物（ジェブタナ）による 
重篤な発熱性好中球減少症について 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

1．はじめに 
 カバジタキセル アセトン付加物（ジェブタナ点滴静注60mg（以下「本剤」という。））は，チュー 
ブリンの重合を促進し，微小管を安定化することにより細胞分裂を阻害し，腫瘍の増殖を抑制する
と考えられているタキサン系抗悪性腫瘍剤であり，国内においては，平成26年７月に「前立腺癌」
の効能・効果で承認されました。また，本剤投与による発熱性好中球減少症（以下「FN」という。）
の発現に対しては，承認審査時に提出された臨床試験における発現状況を踏まえ，承認時より添
付文書及び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，注意喚起が行
われてきました。 
 本剤の販売開始（平成26年９月４日）以降，平成26年12月17日までに208人に投与され，死
亡例５例を含む28例（情報不足等により因果関係が不明な症例も含む）の重篤なFN症例が報告
されました。これらの情報を踏まえ，厚生労働省は，製造販売業者に対して平成26年12月22日
付で本剤の使用上の注意を改訂するとともに，適正使用に関する資材の配布等の安全対策を講
じるよう指示しました。 

2．経緯 
 本剤の承認審査時に提出された臨床試験におけるFNの発現頻度は，国内第Ⅰ相試験
（TED11576）の25mg/m2投与例で54.5%（24/44例），海外第Ⅲ相試験（EFC6193）で7.5％
（28/371例）であったことから，FNについては，承認時より添付文書の【警告】，【重要な基本的注
意】及び【重大な副作用】の項において注意喚起が行われてきました。また，国内第Ⅰ相試験で
はFNによる死亡例は認められなかったものの，海外第Ⅲ相試験においてFNによる死亡例も認めら
れたことから，【警告】の項においては，死亡に至る例が報告されている旨を記載し，注意喚起が
行われてきました。 
 平成26年９月の販売開始以降，国内において本剤の服用開始後にFNを発現した症例が集積
し，転帰死亡例も報告されました。死亡例の詳細を検討した結果，FN診療ガイドラインに基づく適
切な抗生剤の投与が直ちに行われていなかったと思われる症例等が認められたことから，製造販
売業者は，平成26年12月８日よりFNに対する適切な治療を注意喚起することを目的とした「適正
使用に関するお知らせ」の資材を作成・配布し，医療機関に情報提供しました。（以下略） 

３．本剤によるFNについて 
 本剤の販売開始後，平成26年12月17日までに，死亡例５例を含む28例の重篤なFN症例が報
告されました。 
（２）FNに対する抗生剤の投与について 
重篤な骨髄抑制に伴う感染症に対しては，承認時より，本剤の添付文書の【重要な基本的注意】
の項において，「特に感染症の発現に十分注意し，好中球減少，CRP上昇，発熱等の有無を確認
すること。発症又は増悪した場合には，直ちに抗生剤の投与等の適切な処置を行うこと。」と記載
し，また本剤の適正使用ガイドにおいても，FNの治療アルゴリズムを記載し，適切な抗生剤の投与
を行うよう情報提供を行ってきました。 
 しかしながら，製造販売後のFNによる死亡例の詳細を検討した結果，FN診療ガイドラインに基づ
く適切な抗生剤の投与が直ちに行われていなかったと思われる症例等も含まれていたことから，
添付文書の【重要な基本的注意】の項に「FNが発現した場合は，適切な抗生剤の使用について，
最新のガイドライン等を参考にする」旨を追記し，また，新たに作成・配布を指示した医療関係者
向けの資材（「適正使用に関するお知らせ」，「適正使用情報−骨髄抑制，発熱性好中球減少症
への対策について−」）も用いて，FN発現時の対処方法の周知徹底を図ることとしました。 
 FN発現時には，直ちに血液培養等を実施するとともに，最新のガイドライン等を参照の上，適切
な抗生剤投与を速やかに開始し，患者の状態に応じた治療を行ってください。 
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２：小腸用カプセル内視鏡の小児及び高齢者への適用について 

（３）FNに対するG-CSF製剤の予防投与（一次予防）について 
 G-CSF製剤の一次予防投与とは，がん化学療法の１サイクル目からFNの発現を予防する目的
で，好中球減少や発熱がない段階からG-CSF製剤を投与することです。 
 本剤投与時のG-CSF製剤の使用については，承認時より，添付文書の【重要な基本的注意】の
項において，「本剤の投与にあたってはG-CSF製剤の適切な使用に関しても考慮すること。」と記
載し，また本剤の適正使用ガイドにおいては，G-CSF製剤の予防投与について，G-CSF適正使用
に関するガイドラインの内容に応じた情報提供を行ってきました。 
 製造販売後のFNの非重篤症例も含めた発現頻度は，平成26年12月17日時点で16.8%
（35/208例。ただし，情報不足等により因果関係が不明な症例も含む）であり，ガイドラインにおい
て全患者に対するG-CSF製剤の一次予防が推奨される発現頻度である20%は超えていないもの
の，製造販売後のFNによる死亡例はいずれも，ガイドラインに示されているFNのリスク因子を有す
る患者でした。 
 以上より，添付文書の【重要な基本的注意】の項において，FNのリスク因子（65歳以上，
PerformanceStatus不良，発熱性好中球減少症の既往歴，広範囲放射線照射等の強い前治療
歴，腫瘍の骨髄浸潤等）を具体的に例示し，特に当該リスク因子を有する患者ではG-CSF製剤の
予防投与（一次予防）を考慮する旨を明記するとともに，医療関係者向けの資材（「適正使用情
報−骨髄抑制，発熱性好中球減少症への対策について−」）の作成・配布を指示し，FN発現のリス
ク最小化を図ることとしました。 
 本剤投与時には，最新のガイドライン，FNのリスク因子の有無等を踏まえ，G-CSF製剤の予防投
与（一次予防）を考慮してください。 
 なお，「がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制」の効能・効果で，持続型G-CSF
製剤であるペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）（ジーラスタ皮下注3.6mg）が承認されています。
ジーラスタ皮下注3.6mgの使用にあたっては，同薬剤の添付文書を熟読してください。 

４．FNに対する注意事項について 
  以上を踏まえ，平成26年12月22日付で本剤の使用上の注意が改訂され，【重要な基本的注
意】の項に以下の事項が追記されました。 
①本剤の投与にあたってはG-CSF製剤の適切な使用を，最新のガイドライン等を参考に考慮する
こと。 
②特にFNのリスク因子を有する患者においては，G-CSF製剤の予防投与（一次予防）を考慮する
こと。 
③FNが発現した場合は，適切な抗生剤の使用について，最新のガイドライン等を参考にすること。 
（以下、添付文書の通り使用することする注意喚起。略） 

１．はじめに 
 小腸用カプセル内視鏡（以下「カプセル内視鏡」という。）は，消化管内の観察，診断に用いるカ
プセル型の医療機器であり，消化管内を蠕動運動等により移動しながら画像データを無線送信し，
非侵襲的にデータを体外の受信器等に送信する無線送信器です。小腸疾患の診断を行うために
小腸粘膜の撮像を行い，画像を提供する製品としては，現在２社４製品が上市されています。 
 これまでカプセル内視鏡については，その添付文書で，「18歳未満の患者」や「22 歳から84 歳
までの範囲を超える年齢層の患者」への使用については安全性が確認されていないとの理由から，
【警告】欄の「適用対象（患者）」において注意喚起がなされていました。しかし，現状では小児や
高齢者においてもカプセル内視鏡の適用が必要とされる場合があり，各施設からの使用実態に関
する文献報告等が散見されています。今般，このような状況に鑑みて，これまでに独立行政法人
医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）に報告されたカプセル内視鏡に関する不具合
報告やその他の知見により評価した結果，年齢に関する記載に代えて注意すべき事項を全製品
に統一的に記載するよう，使用上の注意を改訂しましたので，その内容等を紹介するとともに，医
療関係者等に対して広く注意喚起します。 
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２．不具合の発生状況等について 
 平成26年12月末までにPMDAに報告されたカプセル内視鏡に関する国内不具合報告は計179
例でした。そのうち，18歳未満に関する報告は，「ギブンパテンシーカプセル内視鏡」
（22400BZX00106000，コヴィディエン ジャパン株式会社）の１例のみであり，生後間もなくから
固形食をほとんど取っておらず，胃の蠕動運動が弱いことが予測されていた５歳のクローン病患児
におけるパテンシーカプセルの通過異常の事例でした。また，80歳以上に関する報告については，
滞留を含む通過異常の不具合・有害事象が17例報告されており，各社の製品において，18歳以
上80歳未満の患者群と同様に認められていました。また，「オリンパスカプセル内視鏡システム」
（22000BZX01300000，オリンパスメディカルシステムズ株式会社）について，誤嚥に関する症例
が１例報告されており，81歳の半寝たきりの患者が誤嚥し気管に入ってしまったという事例でした。 
 また，再審査結果が出ている「ギブン画像診断システム」（21900BZY00045000，ギブン・イ
メージング社）及び「オリンパスカプセル内視鏡システム」については，再審査の対象となった症例
の１〜２％が18歳未満，13％程度が80歳以上の患者でした。このうち，18歳未満の症例につい
ては不具合・有害事象は発生しておらず，80歳以上については80歳未満の患者と比べ有害事象
の発生に特段の問題はないとされていました。 
 なお，小児に対する適用については，2013年に日本小児小腸内視鏡検討会（日本小児栄養
消化器肝臓学会）が全国の17施設を対象に252件（10 ヶ月〜 18歳）の小児に対するカプセル
内視鏡検査を後方視的に調査し，滞留率1.6％（４例）であり，その他重篤な合併症はなく，安全
性と有用性において成人症例の既報と差がないことを発表しています。その他，徳原大介（大阪
市立大学）らが12例（10 〜 17歳，19件），及川愛里（済生会横浜市東部病院）らが26例
（10 ヶ月〜 16歳）にカプセル内視鏡検査を施行し，安全性と有用性を報告しています。 

３．カプセル内視鏡の安全使用について 
（１）カプセル内視鏡の適用にあたって注意すべきこと 
 カプセル内視鏡の代表的な不具合としては「誤嚥」及び「滞留を含む通過異常」が挙げられます。
「誤嚥」については，事前に嚥下が可能かどうかを適切に確認することにより，誤嚥のリスクを低減
することができます。これは小児や高齢者に限らず，すべての年齢層においても確認すべき事項
です。 
 また，「滞留を含む通過異常」に関しては，カプセル内視鏡の滞留に対するリスク及び滞留した
場合の対応について各製品の添付文書等において注意喚起されているところです。これも小児や
高齢者に限らず，すべての年齢層において考慮すべき事項であり，滞留発生時の処置のリスクを
勘案した上で，慎重に適用する必要があります。 
  これらを踏まえ，今般，市販後に収集，調査した結果より，18歳未満及び80歳以上の患者へ
使用することに関して安全性上の懸念があるとは必ずしも言えないことから，厚生労働省は，これ
までの年齢に関する注意喚起に代えて，以下の文章を「重要な基本的注意」として記載するよう，
カプセル内視鏡の製造販売業者に対し指示しました。 

本品の適用にあたっては，事前に嚥下が可能かどうかについて確認すること。また，滞留発生時
等の処置のリスクについても事前に十分に考慮し，慎重に使用すること。 
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（２）特に小児や高齢者への適用にあたって注意すべきこと 
  （１）による注意喚起とともに，小児や高齢者に適用する場合に慎重に考慮すべき点はいくつか
あります。 
 滞留した際のカプセル内視鏡の回収方法としては，内視鏡的に回収する方法と外科的に回収
する方法があります。通常は内視鏡的な回収の方法を第一選択として考慮しますが，特に小児へ
適用する場合，身体の発達状況によっては内視鏡的な回収ができない可能性があります。その
場合は回収のために外科手術を行う必要があるため，特に注意が必要です。 
 また，消化器官が未発達な小児の場合，解剖学的にも通過異常が起こる可能性が高くなります。
嚥下の可否だけでなく，解剖学的な特徴も考慮した上で，滞留のリスク，滞留時の処置のリスクを
勘案してもなおカプセル内視鏡の適用が必要と考えられる患者に対し慎重に使用するようにしてく
ださい。 
 また，誤嚥についても，小児や高齢者について起こりやすい状況も考えられることから，事前に嚥
下が可能か評価をする際には，判断に特に注意してください。 
 これらのことを踏まえると，小児及び高齢者への適用にあたっては，以下についても十分に注意
していただき，慎重に適用するようお願いします。 
＜小 児＞ 
身体の発達状況により，嚥下機能が未発達であるおそれや，開通性が不十分なおそれがあるた
め慎重に適用してください。 
＜高齢者＞ 
 蠕動運動や嚥下機能が低下しているおそれがあるため慎重に適用してください。 
 なお，日本小児小腸内視鏡検討会（日本小児栄養消化器肝臓学会）においては，現在，さらな
る安全性の確立のために，小児に対するカプセル内視鏡の前方視的研究も進めており，厚生労
働省としては，今後も学会との連携を行いながら必要に応じ安全対策措置を検討していきます。 

当院使用品のみ抜粋 

イーケプラ（各剤形） 

シメプレビルナトリウム 

１１３ 抗てんかん剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「横紋筋融解症： 

横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱力感、CK
（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇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。」 

ＳＧＬＴ２全般 ３９６ 糖尿病用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］ 追
記 
［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「脱水を起こしやすい患者（血糖コントロールが極めて不良の患者、高齢者、利尿剤併用
患者等）」 

「腎盂腎炎： 

腎盂腎炎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。」（アプルウエイに追記） 

「脱水： 

脱水があらわれることがあるので、適度な水分補給を行うよう指導し、観察を十分に行う
こと。口渇、多尿、頻尿、血圧低下等の症状があらわれ脱水が疑われる場合には、休薬
や補液等の適切な処置を行うこと。脱水に引き続き脳梗塞を含む血栓・塞栓症等を発現
した例が報告されているので、十分注意すること。」（全品目に追記） 
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ジェブタナ点滴静注 

カバジタキセル 

４２４ 抗腫瘍性植物成分製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的
注意］一部改訂 

「重篤な骨髄抑制が高頻度にあらわれるので、下記の点に留意すること（特に、体表面
積の小さい患者及び高齢者では、好中球減少症、発熱性好中球減少症等の骨髄抑制の
発現頻度が高かったとの報告がある）。 

1）本剤の投与にあたってはG-CSF製剤の適切な使用を、最新のガイドライン等を参考に
考慮すること。特に発熱性好中球減少症のリスク因子（65歳以上、Performance Status
不良、発熱性好中球減少症の既往歴、広範囲放射線照射等の強い前治療歴、腫瘍の骨
髄浸潤等）を有する患者においては、G-CSF製剤の予防投与（一次予防）を考慮すること。 

2）投与後は頻回に臨床検査（血液検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察し、異
常が認められた場合には、減量、休薬又は投与を中止する等、適切な処置を行うこと
〔「用法及び用量に関連する使用上の注意」の項参照〕。 

3）特に感染症の発現に十分注意し、好中球減少、CRP上昇、発熱等の有無を確認する
こと。発症又は増悪した場合には、直ちに抗生剤の投与等の適切な処置を行うこと。発
熱性好中球減少症が発現した場合は、適切な抗生剤の使用について、最新のガイドライ
ン等を参考にすること。」 

アモキシシリン 

（オーグメンチンやランサップ等も） 

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 
 
 
 
 
追記 
 
 

「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）、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、紅皮症（剥脱性皮
膚炎）： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、紅
皮症（剥脱性皮膚炎）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、頭痛、関
節痛、皮膚や粘膜の紅斑・水疱、膿疱、皮膚の緊張感・灼熱感・疼痛等の異常が認めら
れた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

「無菌性髄膜炎： 

項部硬直、発熱、頭痛、悪心・嘔吐あるいは意識混濁等を伴う無菌性髄膜炎があらわれ
ることがあるので、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。」 

トラゼンタ錠 

リナグリプチン 

３９６ 糖尿病用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「肝機能障害： 

AST（GOT）、ALT（GPT）の上昇等を伴う肝機能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。」 

ソブリアードカプセル 

シメプレビル 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「白血球減少、好中球減少： 

白血球減少、好中球減少があらわれることがあるので、定期的に血液検査を行うなど観
察を十分に行い、異常の程度が著しい場合には投与の中止を考慮し、適切な処置を行う
こと。」 
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【新規院外処方薬】 

ベルソムラ錠15ｍｇ、20mg（スボレキサント：MSD） 

【効】不眠症 

【用】通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを就
寝直前に経口投与する。 

【新規仮採用薬】 

ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL（ペグフィルグラスチム：協和キリン） 

【効】がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制 

【用】成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、3.6mgを化学療法1サイクルあた
り1回皮下投与する。 

【備】持続型G-CSF製剤（ペグ化して効果持続させたグランと考えれば良い）。 

コンプラビン配合錠（クロピドグレル＋アスピリン：サノフィ） 

【効】経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患 

急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞） 

安定狭心症、陳旧性心筋梗塞 

【用】１日１回１錠（クロピドグレルとして75mg及びアスピリンとして100mg）を経口投与。 

【緊急購入薬】 

ラミクタール25mg錠（ラモトリギン：GSK） 

【効】てんかん患者の発作に対する単剤療法（部分発作（二次性全般化発作を含む）、強
直間代発作）。他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の発作
に対する抗てんかん薬との併用療法（部分発作（二次性全般化発作を含む）、強直間
代発作、Lennox-Gastaut症候群における全般発作）。双極性障害における気分エピ
ソードの再発・再燃抑制 

【用】用法がA4用紙１ページ以上に渡るほど複雑なので、略。 

【備】2015.2ブルーレター配信。（規定の用法を守るように、という注意） 

 

【名称変更】 

• サワダロン200ｍｇ→フラボキサート塩酸塩錠200ｍｇ「サワイ」 

• ノボ・硫酸プロタミン静注用→プロタミン硫酸塩静注 

• デルデランス坐剤10ｍｇ→ビサコジル坐剤10ｍｇ 

【形状変更】 

ネオフィリン注250ｍｇ→ネオフィリン注ＰＬ250ｍｇ（ガラスアンプルからプラアンプル） 

ゲーベンクリーム100ｇ瓶、500ｇ瓶を購入中→100ｇ瓶を50ｇチューブに代えて欲しい 

 

 

生理食塩液ＰＬフソー開栓用ダブル100mL（扶桑） 

【効】皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布，含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排
出促進、医療用器具の洗浄 

【用】皮膚，創傷面，粘膜の洗浄，湿布。含嗽，噴霧吸入。医療用器具の洗浄。 

【備】院内で「細口開栓」は500ｍＬのみ。少量使用の際に破棄になるため。 


