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「五石散」：猛毒薬なのに流行した薬 

 五石散とは、石鍾乳、石硫黄、白石英、紫石英、赤石
脂という、文字通り五つの「石」を混ぜた薬ということのよう
で、中国の「漢」の時代から言い伝えられていたようです。 
 写真は、越王博物館の展示。ホント、石ですね。 
 さて、その何晏ですが、生まれつき体は弱かったそうで、
そこで、体を強くするため、漢の時代には誰も飲まなかっ
た、「五石散」を服用するようになったそうです。 
 では何故、漢の時代は誰も飲まなかったのか。 
 この五石散が、めちゃくちゃ高価で貴族の金持ちしか飲
めない上に、超が付くほどの「猛毒薬」だったからです。 

【何晏という人】 

【何晏の服用した「五石散」】 

 もし、女性に大人気の凄いイケメンが居て、しかも、そのイケメンはナルシストでカネも山ほど持ってて頭
も良くて、日々哲学を語るサークルを作ったり、本を出版したりするような思想的カリスマ。さらにファッ
ションリーダーという属性まで持ってたとすれば、もはや伝説、レジェンドになっちゃいますよね。 
 何晏という人物は、まさにそういう人だったんじゃないかと思われます。 
 何晏のお爺さんは何進。三国志ファンなら聞いたことがあると思います。何進の孫である何晏は、母親
が曹操の妾になったので、王宮に住む貴族として表舞台に出ていきます。 
 三国志で悪者にされる曹操という王様は、実際は斬新な政策・思想・価値観を打ちたてた偉人。それ
までの儒教的思想を転換し、自由な文化を奨励、「建安文学」と呼ばれる時代も作りました。息子の曹
丕は文学論である「典論」を著し、曹植は「詩聖」と称されました。たぶん唐の時代の杜甫（国破れて山
河あり、で有名な詩人）が出てくるまで、曹植は中国文学のトップにいたんじゃないかと思われます。 
 その同じ時代に、思想を深め「論語集解」や「老子道徳論」を著した哲学者が何晏。王宮に住み、白
粉を持ち歩き、手鏡を持って自分の姿を映す度にうっとりし、歩く姿の「影」の形すら気にした…もはやア
イドルですね。皆が何晏のすることを競って真似したがったらしいです。（現代も同じだなー） 

 この毒薬の五石散、「命がけの注意書き」が多い。（やんなきゃいいのに…と思う） 
 薬を服用したら歩きまわらないと効果が出ない。効果が出ないどころか、ボーっとしていると死ぬ。だか
ら、薬を飲んで歩きまわる。これを「散発」や「行散」と言います。「散歩」の語源とも言われますね。 
 歩いたあとは発熱し、発熱のあとは寒気。ところが、寒いから厚着をすると、死にます。寒気がしたら「冷
たいモノを食べ、衣服を脱ぎ、冷水で身をすすぎ、薄着」が絶対。五石散の別名の「寒食散」はこれに由
来します。ただし、酒は熱いモノを飲まないと死んじゃう。（王義之が様々な症例を書き遺しています）。 
 この五石散、皮膚が敏感になるので、ゆったりした服を着るようになります。新しい服は擦れるので、着
古した服を、しかも洗わずに着るようになるので、虱が湧きます。しかし、このだらしない？古い服を着て往
来をカッコ良く歩き、世俗にまみれない「清談」という哲学問答を「虱をつぶしながら」行う事が、ファッショ
ンになっていきました。この頃の偉い人の肖像画の服装が、そうなってますよね。 

【何晏以降：五石散が「文化」になってしまいます】 
 財力が無い人々も「伝説の」何晏を真似るようになり、五石散は、爆発的に流行
していきます。東晋時代は真似事が流行し、ゆったりした服や帯、下駄…で清談、
読書を尊び、あるいは、もう読書すらせずに顔に墨を塗って勉強していたフリをする
ヤツまで出てきます。書道の開祖である王義之も、自身や友人が五石散を飲んで
どんな気分になり、どんな副作用が出たか、たくさん書き遺しています。 
 人が死ぬ猛毒薬が、何晏というヒーローの出現と「カッコよくありたい」などの見栄
で、流行してしまった話。薬物を使っても何晏にはなれないのにな。 
 中国でアヘンが流行し、戦争にまで発展したのも、案外、何晏以降の「薬物を肯
定的にとらえる文化遺産」かな？と思うと、薬物はホントに用心が必要です。 
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トラムセット配合錠、トラマール 

クリゾチニブ 

１１４ 解熱鎮痛消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「呼吸抑制： 

呼吸抑制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
本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

スイニー錠 

アナグリプチン 

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 

「腹部手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者」 

「腸閉塞： 

腸閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に行い、高度の便秘、腹部膨満、持続
する腹痛、嘔吐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。」 

ザイティガ錠 

アビラテロン酢酸エステル 

４２９ その他の腫瘍用薬 

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」 
追記 

「劇症肝炎があらわれることがあり、また、ALT（GPT）、AST（GOT）、ビリルビンの上昇等
を伴う肝機能障害があらわれ、肝不全に至ることがあるので、本剤投与中は定期的（特
に投与初期は頻回）に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。」 

「劇症肝炎、肝不全、肝機能障害： 

劇症肝炎があらわれることがある。また、AST（GOT）増加、ALT（GPT）増加、ビリルビン
上昇等を伴う肝機能障害があらわれ、肝不全に至ることがあるので、定期的に肝機能検
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減量、休薬又は投与を中止
するなど、適切な処置を行うこと。」 

スンベプラカプセル、ダクルインザ錠 

 アスナプレビル、 ダクラタスビル塩酸塩 

６２５ 抗ウイルス剤 

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」 
追記 

「肝機能障害、肝予備能低下があらわれ、肝不全に至ることがあるので、投与開始12週
目までは少なくとも２週ごと、それ以降は４週ごとに肝機能検査を行うこと。肝機能の悪化
が認められた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止するなど適切な処置を行う
こと。また、肝酵素上昇の有無にかかわらず、黄疸、腹水、肝性脳症等を伴う肝不全があ
らわれることがあるので、患者の状態を十分に観察し、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。」 

「肝機能障害、肝不全： 

ALT（GPT）増加、AST（GOT）増加、血中ビリルビン増加、プロトロンビン時間延長、アル
ブミン低下等があらわれ、黄疸、腹水、肝性脳症等を伴う肝不全に至ることがある。投与
開始12週目までは少なくとも２週ごと、それ以降は４週ごとに肝機能検査を行うこと。肝機
能の悪化が認められた場合には、より頻回に検査を行い、投与を中止するなど適切な処
置を行うこと。ALT（GPT）が基準値上限10倍以上に上昇した場合には、直ちに投与を中
止し、再投与しないこと。」 

当院使用品のみ抜粋 

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」 
一部改訂 

「脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎： 

脳炎・脳症、脊髄炎、視神経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、MRI等で診断し、適切な処置を行うこと。」 
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医療機関における医薬品安全性情報の 
入手・伝達・活用状況に関する調査について 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

１．はじめに 
 厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）は連携して，
医薬品や医療機器の適正な使用を図るため，報告された副作用情報等をもとに，添付文書の
「使用上の注意の改訂」等の安全対策を実施しています。これらの安全性情報は，厚生労働省，
PMDA，製薬企業等から医療機関にさまざまなルートで情報提供されていますが，提供された最
新の情報が，臨床現場において関係者に適切に伝達され，活用されることが重要です。 
 PMDAでは，第二期及び第三期中期計画に基づき，講じた安全対策措置のフォローアップの充
実・強化を図るため，医療機関等における安全性情報の入手・伝達・活用状況を把握し，医療機
関における安全性情報の活用策を検討するための調査を実施しています。この調査結果を基に，
安全性情報の入手・伝達・活用における望まれる方向を提言し，臨床現場での医薬品等の安全
使用の推進に役立てていただくことを目指しています。 
 本稿では，PMDAが実施した平成26年度の調査結果及び調査結果から考察された望まれる方
向性について紹介します。 

２．平成26年度調査について 
（１）調査の方法及び内容 
 調査期間を平成26年12月15日から平成27年３月13日とし，全国の病院（8,481施設）に対し
て調査を実施しました。 
 調査対象施設の院長宛てに調査票を郵送し，医薬品安全管理責任者又は医薬品情報管理業
務に従事する薬剤師等に回答を依頼しました。回答方法はインターネット上のウェブ調査票での
回答を原則とし，電子媒体（Microsoft Excel調査票）の返送や送付した紙面調査票の返送での
回答も選択できるようにしました。 
 主な調査項目は表１に示すとおりで，医薬品安全性情報の取扱いに関する質問等を設定しまし
た。 
 なお，本調査については，PMDA内に設置した薬剤師業務や医薬品情報に関する有識者からな
る「医療機関等における医薬品の情報の入手・伝達・活用状況調査に関する検討会」（以下「検
討会」）の意見をふまえて実施，結果の取り纏めを行いました。 

表１．主な調査項目 

・施設の基本情報 
・医薬品安全性情報の入手のために活用する情報源，安全性情報の院内伝達状況等（実際の
事例における状況を含む） 
・インターネットの活用状況，PMDAメディナビの登録状況等 
・医薬品採用に関する規定，医薬品採用時に活用する情報等 
・医薬品リスク管理計画（RMP），審査報告書，患者向医薬品ガイド，重篤副作用疾患別対応マ
ニュアル等のリスクコミュニケーションツールの認知，活用状況 
・病院と薬局との連携，患者情報の提供方法・提供内容等 

（２）調査結果  
  4,903施設（57.8％）から回答を得ました。 
 回答施設の病床数の内訳は，図１に示すとおりです。 
また，記入者の役職は，医薬品安全管理責任者が75.3％，DI
担当者が22.0％でした。 
 本調査の結果より，検討会の意見を踏まえて考察された，医
療現場における安全性情報の活用策として望まれる方向は，
表２に示すとおりです 
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表２．本調査からわかる望まれる方向 

・情報媒体の特性（早さ，量，内容，双方向性など）をふまえた適切な情報の入手 
・審査報告書，RMP などを含めた，医薬品採用時の適切な情報の活用 
・安全性情報の的確な評価及び，伝達の手段やタイミングを工夫した確実かつ効果的な伝達 
・RMP，審査報告書，患者向医薬品ガイド，重篤副作用疾患別対応マニュアルなどのリスクコミュ 
 ニケーションツールの活用の推進 
・薬局での処方監査に有用な検査値等の患者情報の共有など，病院と薬局の連携の推進 

 本稿では，このうち「情報媒体の特性をふまえた適切な情報の入手」，「リスクコミュニケーション
ツールの活用の推進」，「薬局での処方監査に有用な患者情報の共有など，病院と薬局の連携
の推進」について紹介します。 
（※薬剤部注：以後、グラフ等が多いので、薬剤部HPに掲載し、ここでは要点のみ。） 

１）情報媒体の特性をふまえた適切な情報の入手  
 安全性情報の入手のために活用している情報源としては，全体では，MR（製薬企業の医薬情報
担当者）（87.2％），医薬品・医療機器等安全性情報（79.4％），DSU（Drug Safety Update）
（73.5％）が上位を占めていました。様々な情報源が活用されており，施設規模によって活用する
情報源に差がみられました。 
  PMDAメディナビに医薬品安全管理責任者または薬剤部内の誰かが登録している施設の割合
は77.3％であり，平成24年度調査時（67.5％）よりも普及が進んでいましたが，薬剤部内の誰も登
録していない施設が全体で22.3％あり，施設規模が小さいほど，その割合が高くなる傾向がありま
した。 
 PMDAメディナビは，安全性情報を迅速にかつ着実に，人手をかけずに入手することが可能であ
り，安全性情報管理業務に有用かつ必須なツールです。また，PMDAメディナビにより配信される
情報の毎日の確認を，医薬品安全管理のための業務手順書に定める等により，安全性情報管理
業務の一環として定着させ，効果的に活用することが望まれます。 

２）リスクコミュニケーションツールの活用の推進  
 RMP，審査報告書，患者向医薬品ガイド，重篤副作用疾患別対応マニュアルなどの各リスクコ
ミュニケーションツールについて，「内容をよく理解している」「内容をある程度理解している」と回答
した施設はそれぞれ，RMPは4.7％，17.5％，審査報告書は5.1％， 11.6％，患者向医薬品ガイド
は9.6％，21.0％，重篤副作用疾患別対応マニュアルは15.2％， 25.5％でした。 
 RMP，審査報告書，患者向医薬品ガイド，重篤副作用疾患別対応マニュアルは，PMDAのホー
ムページで提供している有益なリスクコミュニケーションツールであり，医療現場における，これらの
活用の推進が望まれます。 

３）薬局での処方監査に有用な患者情報の共有など，病院と薬局の連携の推進  
 院外薬局への患者情報の提供については，情報提供を要望している患者について行っている
施設が18.2％，特定の医薬品を使用する患者について行っている施設が11.0％，特定の疾患の
患者について行っている施設が9.9％，概ね全ての患者について行っている施設が9.6％であり，
院外の薬局に患者情報を提供していない施設は48.8％でした。 
 患者の安全確保に向けた，院外薬局でのよりきめ細やかな処方監査の実現のためには，患者の
臨床検査値・疾患名等の処方監査に有用な患者情報の共有が重要です。一部の施設では，臨
床検査値・疾患名等の情報の共有が，患者のカルテ情報の開示，薬剤適正使用のための施設
間情報連絡書の使用，処方箋・おくすり手帳への記載等の方法によりなされており，このような病
院と薬局の連携を推進することが望まれます。 

３．おわりに  
 医薬品等の安全性に関する最新情報は，医療現場において適切に入手され，伝達・活用され
ることが，適正使用の確保のために重要であり，PMDAメディナビを活用していただくことで，より迅
速で確実な安全性情報の入手が可能です。 
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最近、えごま油なるものが流行るらしいが… 

 最近、我が家の台所で「えごま油入り」と書いたドレッシングを見つけて、「ああ、またマスコミが何
か流行させてんだなぁ」と、多少うんざりする気分になっています。 
 そもそも、カロリーハーフと言ったって、ヒトの一日摂取カロリーはそこそこ決まってんだから、ハー
フにすれば「倍売れる」ってだけでしょ。もしくは「倍、食える」。 

 そういう中で、「脂肪ゼロ」という売り文句も目立ちます。マスコミの頭の中では、脂肪＝コレステ
ロール＝動脈硬化というパターンで、ゼロに越したことは無いと考えている様子です。 
 しかしながら、誰でも知ってる通り、油を摂らなくていいなんて話はありませんね。必須脂肪酸はど
うするつもりだろうか？と心配になります。「油は悪」というステレオタイプが間違ってる。 
 そういう中で、「えごま油」というものの流行を考えると、また奇妙な感じになります。 
 宣伝の火付けは、林修先生の番組で紹介された、とか、テレビに出ている医師が勧めた、とか、
たけしさんが言ってたとか。まあ、「フワフワしたもの」ですね。 
 効能は、「ボケ防止」「認知症にならない」「うつが治る」「血管を若返らせる」という感じで煽ってる
様子で、要するに「油をいっぱい摂取させたい」ようです。その結果、薬局窓口では、 「えごま油と
コレステロールを下げる薬は、どちらが効きますか」などと…いつものパターンです。 

 油系の健康食品で思い出すのは「健康エコナクッキングオイル」花王。 
 特定保健用食品、いわゆるトクホで、昔、「あるある大辞典」のＣＭでイヤになるほど
「体に脂肪が付きにくい」と流されてましたね。成分は「ジアシルグリセロール」。 

 いわゆる「油」というものは「トリアシルグリセロール」とい
う構造で、グリセリンに脂肪酸が３つ（科学の世界では、１
つで「モノ」、２つで「ジ」、３つを「トリ」と数えますが）くっつ
いたもの。 
 エコナは、要するに脂肪酸が２つの「ジ」アシルグリセ
ロールだったわけで、だから、脂肪が少ないという話。発
がん性が指摘された後に、うやむやのまま市場から姿を
消しました。（そこ、マスコミが突っ込まないと。） 

そうすると、またまた「マグロの目玉の周りがイイ」なんて話に戻ります。 
 ＤＨＡが豊富で頭が良くなると言われましたね。 

ＤＨＡ：ドコサヘキサエン酸。６個（ヘキサ）の二重結合をもつ「脂肪酸」、図
の右から数えて３つ目の炭素に二重結合があるからオメガ３系と呼ばれま
す。マグロの目玉周囲の脂肪にコレが多いということですね。 

 それで、エコナ以降のマスコミは、「オメガ（ω）３系」の商品宣伝の一方、「オメガ（ω）６系」（リノー
ル酸系）の批判一色になります。リノール酸も必須脂肪酸なんですけど、もう「超悪者」扱いです。 
  実は、ω-3 系の宣伝文書にも、ω-3脂肪酸とω-6脂肪酸の望ましい摂取比率は1:1から1:4で
あるという文章はあちこちに出てます。要するにω-6を、 ω-３の１～４倍摂取とあります。 
 それでも「正義はＥＰＡ、ＤＨＡしかない」という宣伝で溢れかえってましたが、ここへ来て「えごま油」
が急浮上。正体はαリノレン酸。 ω-3系です。ちょっと前に流行したシソ油、アマニ油と同じ。 
 で、また日本人の悪い癖で、節操のない大量消費。奪い合って買うような状況です。 
 片方で「脂肪ゼロ」。片方で「油を食べましょう」。もうね。何を言ったらいいのやら。売れれば正義。 



平成27年度 第3回 薬事委員会（8/25火曜）17:00 

【新規仮採用薬】 

ガドビスト静注1mol/Lｼﾘﾝｼﾞ5ｍL,7.5ｍL（ガドブロール：ﾊﾞｲｴﾙ） 

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影における造影（脳・脊髄造影、躯幹部・四肢造影） 

【備】オムニスキャン、マグネビストと切替 

オノアクト点滴静注150mg（ランジオロール：小野） 

【効】手術時の頻脈性不整脈に対する緊急処置：心房細動、心房粗動、洞性頻脈 

   手術後の循環動態監視下における頻脈性不整脈に対する緊急処置：心房細動、心
房粗動、洞性頻脈 

   心機能低下例における頻脈性不整脈：心房細動、心房粗動 

【備】現在採用中の50mg瓶と切替 

6 

インスリングラルギンBS注ミリオペン『リリー』 

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病 

【備】ランタスの後発品へ切替。今後発売されるランタスＸＲとの混在を避けるため。 

トルリシティー皮下注0.75mgアテオス（デュラグルチド：リリー） 

【効】２型糖尿病 

【備】週1回ＧＬＰ1の類似製剤のビデュリオンが極めて不評なため。 

サイラムザ点滴静注液100mg（ラムシルマブ：リリー） 

【効】治癒切除不能な進行・再発の胃癌 

【備】本剤使用指定での患者紹介があるため。 

【緊急購入薬】 

アブストラル舌下錠200μｇ（フェンタニル：久光） 

【備】当院には100μｇ採用中。持参薬で使用していたため購入した。 

【後発品検討】次回改訂では「使用率80％」の厚労省目標となるため、検討を少し加速する 

• アドナ注射液25ｍｇ、１００ｍｇ 

      →カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25ｍｇ、１００ｍｇ「日医工」（プラアンプル） 

• タナトリル5ｍｇ→イミダプリル塩酸塩5ｍｇ。 

• コメリアンコーワ50ｍｇ→ジラゼブ塩酸塩。 

 

【削除薬】 

• トフラニール錠10ｍｇ（院外採用へ移行） 

• イトラコナゾール50ｍｇ、パキシルCR25ｍｇ、ビジクリア（使用が無いため） 

• オムニスキャン、マグネビスト、ランタス、オノアクト50（今回の仮採用薬と入れ替え） 

• アドナ25ｍｇ・100ｍｇ、タナトリル、コメリアンコーワ（後発品へ移行） 

 

【新規院外処方薬】 

リンデロン坐剤1ｍｇ（ベタメタゾン：ｼｵﾉｷﾞ） 

【効】潰瘍性大腸炎（直腸炎型） 

ペンタサ坐剤1ｇ（メサラジン：杏林） 

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く） 


