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トリッキーな添付文書：ランタスＸＲ 

【近来まれに見る分かりにくさ！当局は指導しないのかな？】 
 このところ新薬がバカみたいに出る上に、ＭＲがよく分からない宣伝活動を
展開して煩わしいですね。２０１６年はもっと煩わしくなるでしょう。 
 原因は、「今出ている薬と大差ない」ものを、「凄い新薬」と宣伝するので分
かりにくいのです。その分かりにくさを、添付文書（公文書）でやった「ランタス
ＸＲ」。当局のＯＫが出てるところが驚きです。 

【ランタスＸＲという薬】 
 効能は「インスリン療法が適応となる糖尿病」で、長時間作用型。１日１回投与で、基礎ｲﾝｽﾘﾝ分泌の部
分を再現しようという薬と言えば分かりやすいでしょうか。 

 何が変わったかと言えば「濃度」。濃くなった分、投与「液量」が少なく
なるので、薬液の皮下での沈殿物が濃縮、表面積が小さい分、ゆっく
りと放出されるので、「従来のランタスよりも、より直線的で安定した血
中濃度を維持し、血糖降下作用も「より安定する」と言っています。 

【何が問題なのか】 
 メーカーの説明通りなら、単なる改良型ですが、どうやら生体利用率
が低くなる問題があるようで… 

【ランタスＸＲの添付文書】 

つまり、他のインスリン製剤との単位の互換性に問題がある 

 このように、一言で書いてもらえると、こちらも注意のしようもあります
が、そのことを「公文書」である添付文書に、実に分かりにくく、回りくど
く書いてありますので、その分かりにくさを追ってみます。 

 つまり、１ページ目には「同じ単位で切り替えていいよ～」と書きながら、「切り替えたら（効きが悪くなる
ので）血糖値が上がるかも」と書いてあるわけです。これって、どうよ？ 
 一応、そうなる理由は「【薬物動態】及び【臨床成績】の項参照」と書いてはあるんだけど、ものすごく長文
を注意深く読まないと分からない。まあ、生命保険の契約書の分かりにくさが合法なんだから仕方ないで
すが…インスリンは「ハイリスク薬」に厚労省が指定し、注意喚起して…で、これですね。 

 まず、「1）インスリン グラルギン100単位/mL製剤から本剤に変更する場合： 
 通常初期用量は、前治療のインスリン グラルギン100単位/mL製剤の１日投与量と同単位を目安と
して投与を開始する。」と書いてあります。「他の1日1回の薬剤でも、同じ」と言っています。 

 つまり、ランタスなどからランタスＸＲへの変更は「同じ単位数でいい」と断言しているわけですね。ただし 
「初期投与量」と逃げを打っている点を見逃してはいけません。これが添付文書１ページ目の記述。 

 「 本剤から他の基礎インスリン製剤への切り替え時には、本剤の１日投与量よりも低用量での切り
替えを考慮するとともに、切り替え時及びその後しばらくの間は血糖モニタリングを慎重に行うこと。」 

 さて、２ページ目には、ぐちゃぐちゃした文章の中にちょっと違うことが書いてあります。 

 つまり、「本剤」（ランタスＸＲ）の単位数を、そのまま、他の製剤に適応すると「効きすぎて低血糖を起こ
す恐れがある」という言葉が隠れているわけで、慎重に様子見てね、という話です 

 その下には、「⑹ インスリン グラルギン100単位/mL製剤又は他の基礎インスリン製剤から本剤へ
の切り替え時に、血糖値の上昇がみられることがあるので留意すること。」と書いてあります。 
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オプジーボ点滴静注 

ニボルマブ（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 

「１型糖尿病： 

１型糖尿病（劇症１型糖尿病を含む）があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至ることが
あるので、口渇、悪心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。１型
糖尿病が疑われた場合には投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行う
こと。」 

レンビマカプセル 

 レンバチニブメシル酸塩 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］ 追
記 
［重要な基本的
注意］ 追記 
 
 
 
 
 
 
［副作用］の「重
大な副作用」 
一部改訂 

「頸動脈・静脈等への腫瘍浸潤のある患者」 

 

「本剤投与中に腫瘍縮小・壊死に伴い、頸動脈露出、頸動脈出血、腫瘍出血があらわれ
ることがある。また、頸動脈露出部位や皮膚瘻形成部位より大量出血した例が認められ
ており、気管瘻や食道瘻を形成している場合には、喀血や吐血のおそれがある。本剤投
与前には頸動脈・静脈等への腫瘍浸潤を十分確認するとともに、本剤の投与期間中は
患者の状態の観察や瘻孔形成の有無の確認を十分に行うこと。出血が認められた場合
には、必要に応じて投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、甲状腺未分化癌患者で
は、頸動脈・静脈への腫瘍浸潤例が多いので、特に注意すること。」 

「出血： 

鼻出血、血尿、喀血、歯肉出血、肺出血、直腸出血、頭蓋内腫瘍出血、動脈出血、くも膜
下出血、脳出血、胃腸出血等の出血があらわれることがある。また、腫瘍縮小・壊死に伴
う頸動脈出血、腫瘍出血があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められ
た場合には、減量や休薬等の適切な処置を行うこと。重篤な出血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。」 

ホメピゾール点滴静注 

ホメピゾール 

３９２ 解毒剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
新設 

「アナフィラキシー： 

アナフィラキシー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、喘鳴、潮
紅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。」 

スタリビルド配合錠（エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタ
ビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩） 

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］ 一部改
訂他 

（追加）カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイン、 

 

（上記、慎重投与の項から禁忌へ変更したという通達） 
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1.酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症について 

１．はじめに 
 酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症については，平成20年９月に，漫然と長期投与さ
れていたと考えられる症例及び高マグネシウム血症による症状と気づかないまま重篤な転帰に
至った症例が認められたことから，使用上の注意を改訂し，「重大な副作用」の項に高マグネシウ
ム血症の初期症状に注意する旨，「重要な基本的注意」の項に長期投与する場合には定期的に
血清マグネシウム濃度を測定する旨の注意喚起を図ってきました。 
 今般，その後の報告状況を整理・調査した結果，未だ重篤な症例が報告されており，「高マグネ
シウム血症」について更なる注意喚起を図る必要があることから，関係企業に対し，平成27年10
月20日に使用上の注意の改訂指示を行った。 

２．高マグネシウム血症の発現状況等について 
 酸化マグネシウムについては，昭和25年から便秘症や制酸剤などとして広く使用されており，関
連企業による平成25年の推定使用患者数は約1,000万人です。 
 酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症は，平成24年４月から平成27年６月までに29例（う
ち死亡４例）報告され，このうち19例（うち死亡１例）は酸化マグネシウムの服用と因果関係が否
定できない症例でした。 
 これらの症例について，専門家による検討を行った結果，高齢者（65歳以上）や便秘症の患者
が多く，腎機能が正常な場合や通常用量以下の投与であっても重篤な転帰をたどる例が認めら
れました。また，その多くは意識消失等の重篤な症状があらわれるまで高マグネシウム血症の発
症に気づかれていませんでした。これらを踏まえ，関連企業に対し，添付文書の使用上の注意の
「重要な基本的注意」の項の高マグネシウム血症に関する注意喚起に，必要最小限の使用にと
どめること，長期投与に加え，高齢者へ投与する場合には定期的に血清マグネシウム濃度を測
定するなど特に注意すること，初期症状があらわれた場合には，服用を中止し，直ちに受診する
よう患者に指導することを追記するとともに，「慎重投与」の項に高齢者を追記し，「高齢者への投
与」の項に高齢者での高マグネシウム血症に関する注意喚起を追記するよう指示した。 

 医療関係者におかれては，以下の点について更なる注意をお願いいたします。 
 ・酸化マグネシウムの使用は必要最小限にとどめること。 
 ・長期投与又は高齢者へ投与する場合には，定期的に血清マグネシウム濃度を測定するなど
高マグネシウム血症の発症に十分注意すること。 
 ・高マグネシウム血症の初期症状（嘔吐，徐脈，筋力低下，傾眠等）が認められた場合には，服
用を中止し，医療機関を受診するよう患者に指導すること。 

２.医薬品等副作用被害救済制度の概要と 
医薬品の使用が適正と認められない事例について 

１．はじめに 
  「医薬品副作用被害救済制度」（以下「本救済制度」という。）は，医薬品が適正に使用された
にもかかわらず副作用が発生し，それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済
することを目的として，医薬品製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする公的制
度として昭和55年に創設されました。 
 近年，本救済制度における請求件数，支給件数は増加しており，昭和55年の創設から平成26
年度末までに16,500件を超える支給決定がなされています。しかしながら，一般国民における本
救済制度の認知率は「知っている」5.4％，「名前は聞いたことがある」16.4％，合計21.8％であり，
医薬品の副作用による健康被害を受けながらも本救済制度の存在を知らないために請求に至ら
ないことが推察されます。（中略）本救済制度を活用していただけるよう（協力願います） 
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（以下、不支給事例に関して抜粋） 
（１）承認された用法・用量を遵守せず使用された事例 
 以前の情報の通り、ラモトリギン（商品名ラミクタール）が大半を占めています。 
（内容は冗長なので省略しますが、要するに複雑怪奇な用法用量を順守できない事例） 
 
（２）救済対象除外医薬品を使用した事例 
 がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって，厚生労働大臣が指
定するものについては，救済対象医薬品から除外されています。下記に示すタクロリムスの場合，
救済対象除外医薬品ですが，「関節リウマチに用いられるもの」については，平成25年４月１日以
降に救済対象となりました。ただし，投与された時期が救済対象除外医薬品に指定されていた平
成25年４月１日以前であった場合は，救済対象にはならないため注意が必要です。 
 
（３）必要な検査が実施されていない事例 
 （１）に次いで多かった，使用方法が適正とは認められなかった理由は，医薬品の使用に当たり
添付文書で規定された検査の未実施でした。比較的多くみられる「チアマゾール（メルカゾール）
による無顆粒球症」，「チクロピジン塩酸塩（パナルジン等）による無顆粒球症及び薬物性肝障害」，
「ベンズブロマロン（ユリノーム等）による劇症肝炎」，「サラゾスルファピリジン（アザルフィジン等）
による無顆粒球症」，「炭酸リチウム（リーマス等）によるリチウム中毒」等については，これまでも
注意喚起してきたところです。 
 （今回は、その他メトトレキサート（４週ごとの検査）、テルビナフィン（定期的な肝機能検査）が実
施されていないことについて追記された。） 
 
（４）「禁忌」に該当する患者に使用された事例 
 「禁忌」の項に該当する患者であるにもかかわらず使用し，適正ではないとされた事例も見られ
ております。 
 医療関係者におかれましては，患者の原疾患・合併症，アレルギー歴，副作用歴又は他院での
服用歴等を十分に考慮した上で，医薬品を適正に使用していただきますようお願いします。 
 
（５）医師の指示によらず，自己判断で服用した事例 
 医師の処方により使用される医療用医薬品を，医師の指示に従わず自己判断で服用した場合，
又は本人以外の家族又は知人に処方された医療用医薬品を服用した場合は，使用目的及び使
用方法が適正とは認められませんでした。 
 医療関係者におかれましては，患者が適切に医薬品を服用できるよう，投与日又は服薬条件，
及び服用量等について具体的に指示するなど，より一層のご指導をお願いします。 
（（４）、（５）は論外ですから、具体例は省略） 

３.妊娠と薬情報センターについて 

１．はじめに 
 厚生労働省では，平成17年10月より，国立成育医療研究センター（旧国立成育医療センター）
に「妊娠と薬情報センター」（以下「センター」という。）を設置し，妊婦あるいは妊娠を希望している
女性に対し，最新のエビデンスに基づく相談業務を実施しています。さらに相談者を対象として妊
娠結果の調査を行い，新たなエビデンスを確立する調査業務も併せて行っており，医薬品医療機
器等安全性情報No.268，No.279，No.290，No.305，及びNo.316でご紹介しているところです。 
 ・妊娠と薬情報センターホームページ：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html 
 ・医薬品医療機器等安全性情報 No.268： 
   http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/268.pdf 
 ・同 No.279：http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/279.pdf 
 ・同 No.290：http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/290.pdf 
 ・同 No.305：http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/305.pdf 
 ・同 No.316：http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/316.pdf 
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２．協力医療機関について 
 妊娠と薬情報センター事業については，更なる利便性の充実を図るため，本年度新たに 
５病院（弘前大学医学部附属病院，富山大学附属病院，日本赤十字社和歌山医療センター， 
鳥取大学医学部附属病院，熊本赤十字病院）の協力を得て，妊娠と薬に関する相談・情報収集
体制の充実・強化を図ることとしました。（協力病院一覧は下記）） 

３.妊娠と薬情報センターについて（つづき） 

３．医薬関係者の皆様へ 
  医療関係者におかれましては，妊娠中に使用した医薬品の影響について不安をもつ妊婦等
に対して，妊娠と薬情報センターをご紹介ください。 
 ・相談内容・手順：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/process/index.html 

４．妊娠と薬情報センター開設10周年記念フォーラム 
 平成17年に設立された妊娠と薬情報センターは開設10周年を迎え，11月３日に東京で記念
フォーラムが開催されました。フォーラムには臨床現場で働く医師，薬剤師をはじめ，行政機関や
製薬会社など多方面から約500名の参加者が集まりました。 
 今回のフォーラムでは，センター長から妊娠中の薬剤使用に関する医療の問題点や，問題解決
のためにセンターが設立された経緯，設立から10年間の業績が紹介されました。厚生労働省医
薬・生活衛生局安全対策課長からは，これからのセンターの業務拡大のビジョンとして，センター
に蓄積したデータベースの情報を添付文書の改訂に活用することを検討している旨紹介されまし
た。 
 さらに，それぞれの分野の専門家から「妊娠中・授乳中の薬物療法」「妊娠・産褥期におけるメン
タルヘルスの現状と課題」という２題の教育講演が行われました。続いて，セミナーでは，「診療ガ
イドラインに妊娠と薬情報センターをどう役立てるのか」というテーマで，「診療ガイドライン作成の
実際」「腎疾患患者の妊娠」「炎症性腸疾患（IBD）と妊娠」「腎疾患とIBDに関連した薬剤の妊娠・
授乳中の安全性について」「産科ガイドラインと『妊娠とくすり』」という講演が行われました。診療
ガイドライン作成までの流れ，腎疾患を基礎疾患にもつ妊婦について注意すべき点，IBD妊婦患
者における薬物治療を行うことのメリット，腎疾患とIBDの治療に使用される薬剤の妊婦投与に関
するエビデンス，妊娠・授乳と薬に関わる最新の情報やガイドラインの現状が紹介されるとともに，
センターの発展と，今後の各診療分野での妊娠管理ガイドラインへの関わりについて議論が行わ
れました。 

協力病院一覧（名称のみ） 
•妊娠と薬情報センター（上記記事中にURLあり） 
•北海道大学病院、弘前大学医学部附属病院、岩手医科大学附属病院、東北大学病院、福島県
立医科大学附属病院、筑波大学附属病院、前橋赤十字病院、埼玉医科大学病院、千葉大学医
学部附属病院、国家公務員共済組合連合会虎の門病院、聖路加国際病院、公立大学法人横浜
市立大学附属病院、新潟大学医歯学総合病院、信州大学医学部附属病院、富山大学附属病院、
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター、浜松医科大学医学部附属病院、独立行政法人
国立病院機構長良医療センター、名古屋第一赤十字病院、三重大学医学部附属病院、京都府
立医科大学附属病院 、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療セン
ター、神戸大学医学部付属病院、奈良県立医科大学附属病院、日本赤十字社和歌山医療セン
ター、鳥取大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構岡山医療センター、広島大学病院、
独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター、徳島大学病院、九州大学病院、 
宮崎大学医学部附属病院、鹿児島市立病院、沖縄県立中部病院 

•熊本赤十字病院（住所：〒861−8520 熊本県熊本市東区長嶺南２丁目１番１号 
•TEL：096−384−2111（産婦人科外来：6240） 
•（「妊娠と薬外来の予約」とお伝えください）受付時間：14 〜 16時（祝日を除く月〜金曜） 

【熊本の相談病院は日赤です：本年度より】 
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【新規仮採用薬】 

ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ（超即効＋持続ｲﾝｽﾘﾝ混合：ノボ） 

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病 

6 

ベルソムラ15mg、20mg（スボレキサント：MSD） 

【効】不眠症 

【臨時的購入薬】 

テモダール点滴静注用１００ｍｇ（テモゾロミド：ＭＳＤ） 

【効】悪性神経膠腫 

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２（フルドロキシコルチド：テイコク） 

【効】省略 

グリメサゾン軟膏（5ｇ）（デキサメタゾン、グリテール：藤永） 

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を
含む）、皮膚そう痒症、尋常性乾癬、虫さされ 

スミスリンローション５％（30ｇ）（フェノトリン：クラシエ） 

【効】疥癬 

【院外から院内へ】 

ボチシート20％10ｃｍ×15ｃｍで30ｇ（亜鉛華軟膏：日医工） 

【効】下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐（外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、
肛門瘙痒症、白癬、面皰、癤、よう）その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤 

【新規院外採用薬】 

ウェールナラ配合錠（（エストラジオール・レボノルゲストレル：バイエル） 

【効】閉経後骨粗鬆症 

ラタノプロストＰＦ点眼液0.005％（2.5ｍＬ）（日点）：添加物が無いジェネリックとの指定、変更不可 

【効】高眼圧症、緑内障（キサラタン後発） 

ヒアレインミニ点眼液0.3％（0.4ｍＬ）（ヒアルロン酸：参天） 

【効】ヒアレインミニ点眼液0.3％の保険請求については、シェーグレン症候群又はスティ 

ーブンス･ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に限る 

プレドニン眼軟膏（5ｇ）（プレドニゾロン：塩野義） 

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，
上強膜炎，前眼部ブドウ膜炎，術後炎症） 

ベピオゲル15ｇ（過酸化ベンゾイル：マルホ） 

【効】尋常性ざ瘡 

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（ﾄｼﾘﾂﾏﾌﾞ：中外） 

【効】既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） 

【削除等】 

• バイエッタ：、クリアナール錠、ヒベルナ錠 

【後発品検討】 

• トランサミン注5ｍL、10ｍL、アドナ30ｍｇ錠、セファメジンα1ｇ、ラシックス錠20ｍｇ、40ｍｇ、ラ
シックス注射液20ｍｇ、アシノン錠75ｍｇ、150ｍｇ 

※お薬手帳の件：保険薬局へ…医師はお薬手帳を見ていますので… 

 変更後の後発品名だけ記載の場合、医師の処方時に先発品名が分からず混乱する場
合が多いので、変更前の先発品名を（ ）書きで良いので併記願います。 


