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 そのような中、日本老年医学会が、4/1に「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015（案）」を公表。 
 今回の特徴は、「スタート」と「ストップ」という２つに大別された項目だと思われます。 

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015（案）について 

年齢階層 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

年少人口 
（0～14歳） 

16,869 15,033 13,457 12,080 10,938 10,183 9,508 

生産年齢人口1 
（15～39歳） 

32,523 29,614 27,288 25,297 23,793 21,728 19,414 

生産年齢人口2 
（40～64歳） 

45,030 41,105 37,374 34,478 31,782 29,648 27,584 

高齢者人口 
（65歳以上） 

37,842 40,576 41,964 41,586 40,176 38,331 36,547 

後期高齢者人口 
（75歳以上＝再掲） 

20,550 22,040 22,711 24,408 25,192 24,674 23,343 

総人口 132,266 126,328 120,083 113,441 106,689 99,890 93,053 

日本医師会の「地域医療情報システム」の八代市のページから抜粋：高齢者の数の参考に。 

 現在13万人程度の八代市の人口は、近い将来、10万人を割り込む様子ですね。ただし、75歳以上は、
2030年までは増加しています。つまり、純粋に、若い人が万人単位でいなくなるけど、医療需要は伸びる。 
 従って、八代においては、特に、高齢者の薬剤に関する話は、重要。 

【「ストップ」って何？】 
 同学会が、2005年くらいに出していた
ガイドラインでは「「高齢者に対して特に
慎重な投与を要する薬物のリスト」だった
と思います。 
 今回は、これを「ストップ」という、かなり
メッセージ性の強い言い方。 
 「ストップ」に挙げられた薬剤については、
新聞記事に右の図がありましたので、抜
粋してみました。 
 既にパブリックコメントは終了しましたが、
この件に関して、以下の記述。 
 「薬物のリストであるストップの意味につ
いて、禁止薬との誤解を招きやすい点が
あったことは確かで…検討いたします。」 
 言葉狩りは脇においておくとしても、全
てのＮＳＡIDｓなどもストップですし、薬品
メーカーもＴＶで疾患啓発を行っている
過活動膀胱治療剤なども、入れられて
います。ストップという言葉も含めて、か
なり議論になりそうな雰囲気。 

【「スタート」って何？】強く勧められる薬や治療法らしいです。肺炎球菌ワクチンなどのワクチン類は、理解しや
すい。ＡＣＥ・ＡＲＢなどに加え、認知症や介護負担軽減を意図した漢方薬がいくつかと、排尿障害に対する
αブロッカーなども含まれていました。逆に、ＰＰＩがスタートに入ってましたが…？そこは議論は無いのかな？
ＵＲＬは「http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20150401_01_01.pdf」でありました。 
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1：ラモトリギン（ラミクタール）による重篤な皮膚障害について 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

本誌３月号で掲載したブルーレターの発出を「指示した」という内容ですので、詳述は割愛します。 
重篤な皮膚障害で死亡４件、用法用量を守っていないので、遵守するようにとの内容です。 

２：アビラテロン酢酸エステル（ザイティガ）による低カリウム血症について 

１．はじめに 
 アビラテロン酢酸エステル（ザイティガ錠250mg（以下「本剤」という。））は，アンドロゲン合成酵 
素である17α-hydroxylase/C17, 20-lyase（CYP17）の活性を阻害することにより，腫瘍内のテ
ストステロン及びジヒドロテストステロン含量を低下させ，腫瘍の増殖を抑制すると考えられている抗
悪性腫瘍剤です。国内においては，平成26年７月に「去勢抵抗性前立腺癌」の効能・効果で承
認されました。 
また，本剤投与による低カリウム血症に対しては，承認時より添付文書等において，一定の注意喚
起が行われてきました。 
 平成26年９月の販売開始以降，本剤との因果関係が否定できない重篤な低カリウム血症の症
例が複数報告されたこと等を踏まえ，厚生労働省は平成27年２月２日付で製造販売業者に対し
本剤の使用上の注意の改訂を指示し，同日より製造販売業者による資材を用いた情報提供が開
始されましたので，以下にその内容等について紹介します。 

２．経緯 
 本剤投与による低カリウム血症の発現は，CYP17阻害作用に伴う鉱質コルチコイド過剰状態に
起因すると考えられています。承認審査時に提出された国内外の臨床試験において，低用量の
糖質コルチコイド（国内臨床試験においてはプレドニゾロン）を併用することにより，低カリウム血症の
発現は軽減され，低カリウム血症による投与中止例も認められなかったことを踏まえ，承認用法・
用量としてプレドニゾロンとの併用が規定されました。また，低カリウム血症に対しては，プレドニゾロ
ン併用下の臨床試験における発現状況等を踏まえ，添付文書【重要な基本的注意】の項等にお
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２日）以降，平成26年12月31日までに約4000人に投与され，
平成27年１月９日までに死亡例１例を含む６例（うち因果関係が否定できない症例４例（うち死亡
１例））の重篤な低カリウム血症の症例が報告されました。これらの状況を踏まえ，厚生労働省は
平成27年２月２日付で製造販売業者に対し本剤の使用上の注意の改訂を指示し，製造販売業
者は，独立行政法人医薬品医療機器総合機構の指導の下で，医療関係者向けの資材（適正使
用のお知らせ）を作成し，同日より医療機関に情報提供を開始しました。 

３．本剤による低カリウム血症の発現状況について 
 本剤の販売開始後，平成27年１月９日までに，低カリウム血症に起因する不整脈により死亡に
至ったと考えられる症例１例を含む６例の重篤な低カリウム血症の症例が報告され（次頁表１），
本剤との因果関係が否定できない症例も４例認められました。 

４．低カリウム血症に対する注意事項について 
（１）本剤投与中の低カリウム血症の発現について。 
 本剤投与による低カリウム血症については，承認時より添付文書の【その他の副作用】の項に低
カリウム血症を記載し，【重要な基本的注意】の項において，本剤投与中は定期的に血液検査等
を行うよう注意喚起がされてきました。 

（冗長な為、中略） 
 本剤投与中は，血清カリウム値等の血清電解質濃度の定期的なモニタリングを行ってください。
また，痙攣，筋力低下など，低カリウム血症に関連する症状の観察を十分に行ってください。 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

（２）本剤投与開始前の血清カリウム値の補正について 
 承認審査時に提出された臨床試験では，血清カリウム値が3.5mEq/L以上であることが選択基
準の一つとされていました。 

 （冗長な為、中略） 
 本剤の使用にあたっては，投与開始前に必ず血清カリウム値等の血清電解質濃度を測定してく
ださい。また，投与開始前に低カリウム血症が認められた場合は，血清カリウム値を補正した後に，
本剤の投与を開始してください。 

（３）低カリウム血症の発現に特に注意が必要な患者について 
 本剤投与時に特に注意が必要な患者については，CYP17阻害作用に伴う鉱質コルチコイド濃度
の上昇によると考えられる副作用（高血圧，体液貯留，低カリウム血症）に共通する対象として，
承認時より，【慎重投与】の項において，「心血管疾患のある患者又はその既往歴のある患者」を
記載し，注意喚起がされてきました。 

 （冗長な為、中略） 
 本剤投与時には，心血管疾患，低カリウム血症，低カリウム血症を起こすおそれのある疾患の合
併や既往の有無，併用薬の有無を確認し，特に注意が必要な患者に投与をする際には，頻回な
血清カリウム値の測定を行い，低カリウム血症に関連する症状を特に注意して観察する等，慎重
に投与してください。 

（４）本剤投与中に低カリウム血症を認めた場合の対応について 
  低カリウム血症への対応については，承認時より，【重要な基本的注意】の項に，カリウム補給
を行うことなど適切な処置を行うよう注意喚起がされてきました。 

 （冗長な為、中略） 
 本剤投与中に低カリウム血症を認めた場合には，カリウムの補給（経口，点滴），本剤の休薬等
の対応を検討し，適切な処置を行ってください。 

5．低カリウム血症に対する使用上の注意の記載について 
 今回の使用上の注意の改訂を含めた最新の添付文書における低カリウム血症に関する注意喚
起は，【慎重投与】，【重要な基本的注意】及び【重大な副作用】の項において記載されています。 

（中略） 
 本剤による低カリウム血症に対しては，本剤の添付文書，今般新たに作成・配布された資材
（「適正使用のお知らせ」）を熟読し，適切な対応をお願いします。 

（薬剤部注釈） 
 （冗長な為、中略）部分は全て「承認時から言っているのに守ってない症例だらけ！」という内容
です。従って、その下の対応も、「当初から言っているようにしなさい！」ということで帰結してます。 
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３：MIHARI Project について 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

１．はじめに 
  医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という）では，安全対策業務の強化・充実策の一環
として，MIHARI Projectを実施し，電子診療情報等を安全対策へ活用するための体制構築を進め
てきました。 近年，日本における医薬品の市販後安全対策において，レセプトデータや電子カル
テデータ等の電子診療情報の利用可能性が大きく注目されていることから，電子診療情報の安
全対策への活用について理解を深めていただくため，MIHARI Projectの概要についてご紹介致し
ます。 

２．MIHARI Projectについて 
  PMDAでは，これまで副作用自発報告，製造販売後調査結果等を主な情報源として，医薬品
の安全性評価を行ってきました。しかしながら，これらの情報源だけでは副作用の発生頻度が不
明であったり，類薬等との比較が困難，報告されにくい有害事象がある等の限界がありました。そこ
で，安全対策業務の更なる強化・充実に向けて，PMDAでは第二期中期計画（平成21年度〜 25
年度）においてMIHARIProjectを立ち上げ，電子診療情報による薬剤疫学的手法を用いた定量的
な評価を行う体制の構築を目指してきました。この５年間で様々な試行調査を通じて，各種電子
診療情報データベースへのアクセス確保，データ特性評価，及び，薬剤疫学手法の検討を行い，
医薬品が処方された後の有害事象発現リスクの定量的評価，安全対策措置の影響評価，処方
実態調査等が行える体制を構築してきました。 
 第三期中期計画（平成26年度～平成30年度）では，この体制に基づき，評価及び調査等の結
果を実際の安全対策措置に活用することを目標としています。また，新規データソースや新規手
法の活用についても，引き続き各種試行調査を通じて，検討を進めていく予定です。 

３．MIHARI Communicationについて 
  MIHARI Projectで実施した調査結果については，調査ごとに報告書を作成し，順次PMDAホー
ムページにおいて公開しております。平成26年度からは，薬剤疫学を専門としていない医療従事
者の方にも容易にご理解いただけるように，新たなコミュニケーションツールとして，「MIHARI 
Communication」の発信を開始しました。MIHARI Communicationとは，調査の目的，検討内容，検
討から分かったこと等を，図や表を用いてできるだけ専門的な用語を用いずに要約したものです。 
 平成27年３月16日現在，公表中のMIHARI Communicationは表１の通りです。また，公表されて
いるMIHARI Communicationの一例を図２に示しました。 
（長いので、以下の４のURLで確認下さい） 

４．MIHARI関連資料の閲覧方法について 
 医薬品医療機器情報提供ホームページ内のMIHARIホームページにおいて，これまでMIHARI 
Projectで実施した各種調査に関する報告書，MIHARI Communication，学会発表，論文等の関
連する情報を集約して提供しております。詳しくは，下記サイトをご覧ください。 
 ○MIHARIホームページ 
 http://www.pmda.go.jp/safety/surveillance-analysis/0011.html 

５．最後に 
 MIHARI Projectに関する情報は，今後も順次掲載される予定ですので，医薬品の安全対策への
電子診療情報の活用に関する情報収集にお役立て下さい。 

（薬剤部注釈） 
 要するに、副作用報告等では情報不足なので、レセプトデータなどを用いて「疫学的に」調べた
結果、いろいろと分かってきた部分があるので、「ビグアナイド系糖尿病治療薬の処方実態につい
て」などの題目にまとめて、一般にも公開しました。ということ。 
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当院使用品のみ抜粋 

ムコスタ点眼液ＵＤ：レバミピド（点眼剤） １３１ 眼科用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」新
設 

「涙道閉塞、涙嚢炎： 

涙道閉塞、涙嚢炎があらわれることがあるので、眼科検査を実施するなど観察を十分に
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。なお、涙道閉塞、
涙嚢炎が認められた症例では涙道内に白色物質が認められることがある。」 

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注 

トリアムシノロンアセトニド 

２４５ 副腎ホルモン剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「腱断裂： 

腱鞘内への繰り返し注射により、腱断裂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。」 

グラクティブ錠、ジャヌビア錠 

シタグリプチンリン酸塩水和物 

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 

「血小板減少： 

血小板減少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。」 

エンドキサン 

シクロホスファミド水和物 

４２１ アルキル化剤 

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： 

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

ヴォトリエント錠 

パゾパニブ塩酸塩 

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 

「網膜剥離： 

網膜剥離があらわれることがあるので、観察を十分に行い、飛蚊症、光視症、視野欠損、
視力低下等が認められた場合には、眼科検査を実施し、投与を中止する等適切な処置
を行うこと。」 

ベクティビックス点滴静注 

パニツムマブ（遺伝子組換え） 

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 

「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）： 

皮膚粘膜眼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
場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 



平成27年度 第1回 薬事委員会（4/28火曜） 

【新規仮採用薬】 

テネリア20mg（テネグリプチン：第一三共・田辺三菱）:糖尿病用剤、DPP4阻害剤 

 

タケキャブ錠20mg（ボノプラザン：武田）：胃酸分泌抑制剤 

グルトパ注600万単位（アルテプラーゼ：田辺三菱）：t-PA.。 

リクシアナ６０ｍｇ、１５ｍｇ（エドキサバン：第一三共）：抗凝固剤、経口Ⅹa阻害剤（ＮＯＡＣ） 
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アンテベートローション0.05％（10mg/10ｍL/本）（ベタメタゾン：鳥居）：ステロイドローション剤 

ビカネイト輸液1000mL（重炭酸リンゲル液：大塚）：リンゲル液、今回は規格追加 

ラミクタール錠25ｍｇ、100ｍｇ（ラモトリギン：ＧＳＫ）：抗てんかん薬、双極性障害治療薬 

ベンダゾイン注（イオマゼニル（123I ）1.5ｍＬ，2ｍＬ：日本メジフィジックス）：部分てんかんの診断 

ノルスパンテープ5ｍｇ、10ｍｇ（ブプレノルフィン：ムンディ（久光））：レペタンの貼り薬版 

【新規院外処方薬】 

ソマバート皮下注用15mg（ペグビソマント：ファイザー）：ＩＧＦ－１分泌過剰状態治療剤 

サンドスタチンＬＡＲ筋注用３０ｍｇ（オクトレオチド酢酸塩：ノバルティス）：規格を追加して購入 

【緊急購入薬】 

ヴォリブリス錠2.5mg（アンブリセンタン：GSK）：肺動脈性肺高血圧症用剤 

アネメトロ点滴静注液500mg（メトロニダゾール：ファイザー）：フラジールの注射版 

デュファストン錠5mg（ジドロゲステロン：アボット）：女性ホルモン剤 

【商品変更等】 

• リパクレオンカプセル１５０ｍｇ（パンクレリパーゼ：エーザイ）：顆粒とカプセルの両方採用 

【削除薬】 

• リクシアナ30ｍｇ（上記、15ｍｇ、60ｍｇ採用のため） 

• トプシムローション（適応症が狭く使いづらい。上記、アンテベートローション採用のため） 

• タフマックE顆粒（デッドストック。上記リパクレオンが上位互換、タフＥカプセルは継続） 

• ニトロールRカプセル（使用量がほぼ無くなった：代替はアイトロールへ） 

• リスモダンP注射液50ｍｇ（使用無くなり期限切れ） 

• 水溶性ハイドロコートン100ｍｇ・500ｍｇ（使用がほぼ無くなり期限切れ） 

      ステロイド注射剤は他に、ソルメドロール125、500ｍｇ、ソルコーテフ100、500ｍｇ、 

                     水溶性プレドニン20ｍｇ 

• エクセラーゼ（使用が少ない上に、エクセグランとの名称類似問題が発生している） 

• ノイキノン5ｍｇ（デッドストック） 

• チエナム注射液0.5ｇ（デッドストックで期限切れ間近） 

• オメガシン注射液0.3ｇ（デッドストックで期限切れ間近） 

 

 

• ムーベン配合内服剤（袋）→ムーベン配合内用液500ｍL：製造中止に伴う変更 

• エルカルチン錠→エルカルチンFF錠（レボカルニチン）製造中止に伴う変更 

【後発品検討】 

• ドセタキセル点滴静注20mg/1mL・80mg/4mL｢ニプロ｣（日本化薬）（アルコールフリーのため） 


