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「ドーピング」に関するイロイロ 

 オリンピックと同時に話題になったのは「ロシアによる国家的ドーピング」 
 手口は右図。（出典：東京新聞） 

 ロシア連邦保安局（FSB）って、旧ソビ
エト時代のKGBでしょ。KGB（カーゲー
ベー）はソ連国家保安委員会。 
 KGBの活動は、諜報活動（スパイ）や、
破壊活動、反ソ連の個人・団体の監視
や敵対対策活動でしたね。 
 プロのスパイがドーピングを仕組むと
は凄いことなんだが。少なくとも、個人が
「やった」「やらない」なんて問題じゃない、
国家的いかさま。今日「シロ」の人も、明
日は「クロ」だってあり得る。国の命令。 

 基本的に、欧米などのドーピングの
傾向は「肉体改造的」で、筋肉増強剤
などで、ムキムキにする感じですね。 

 それ以外でも、例えば、「エポジン」「ネスプ」「ミルセラ」のような赤血球を増やす薬（赤血球造血
刺激物質：ESA：erythropoiesis stimulating agent)も、ドーピングでは常連ですね。マラソン選手な
どが高地トレーニングなどで赤血球を増やすような効果が手軽に出来てしまうので。 
 
 また、β ２刺激剤、気管支喘息などで使う薬剤も、心拍数が上がるなどの交感神経刺激作用や
気管支拡張で酸素を取り入れやすくなる、などを期待したドーピングがありますが、スピロペント
（一般名クレンブテロール）は、牛などの「肥育」目的…つまりβ ２の蛋白同化作用で赤身を増や
す…で使われていますね。ですから、ｽﾃﾛｲﾄﾞによる筋肉ムキムキと同じような効果を狙ってる場
合もあります。実際、クレンブテロールは「残留農薬」としての基準も示されていますし、中国の豚
肉や加工品（豚串カツなど）から検出され、厚労省が検査命令も出してます。 

 ラシックスなどの利尿剤も禁止物質です。用途は「減量」
だったり、「ドーピング薬物の早期排泄（隠蔽）目的」。 
 
 まあ、こうやって考えると、かなり多くの薬剤・薬物がドー
ピングに使えてしまうわけですが、近年は「遺伝子ドーピン
グ」…遺伝子治療と同じ考え方…も出てきた様子です。 
 いずれにせよ、こんな状況ですから、世界アンチドーピン
グ機構も大変です。薬が開発され→悪用され→禁止という
イタチごっこですので。 

 正直、競技とは「肉体の限界」を競うから面白いのであって、その肉体が「改造人間」なら、そりゃ
ゲームで言うチート（ズル・いかさま）設定、勝って当然で、本人も周囲もアホみたいな話。 
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ジプレキサ（当院では時折、精神系での持参薬で見る） 

オランザピン 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「薬剤性過敏症症候群： 

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好
酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある
ので、観察を十分に行い、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。なお、ヒトヘルペスウイルス６（HHV-6）等のウイルスの再活性化を伴うこ
とが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化するこ
とがあるので注意すること。」 

ダイアート錠 

アゾセミド 

２１３ 利尿剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「無顆粒球症、白血球減少： 

無顆粒球症、白血球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。」 

グリベック錠、スプリセル錠 

イマチニブ、 ダサチニブ 

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］ 追記 
 
 
 
 
［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者（HBs抗原陰性、かつ HBc抗体又は 
HBs 抗体陽性）において、Bcr-Abl チロシンキナーゼ阻害剤の投与によりＢ型肝炎ウイ
ルスの再活性化があらわれることがあるので、本剤投与に先立って肝炎ウイルス感染の
有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。本剤の投与開始後は継続して肝機
能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化
の徴候や症状の発現に注意すること。」 

「感染症： 

肺炎、敗血症等の感染症があらわれることがある。また、Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化
があらわれることがある。定期的に血液検査を実施し、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には減量又は投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

※タシグナなども同様の改訂 

グレースビット錠 

シタフロキサシン 

６２４ 合成抗菌剤 

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。」 

「錯乱、せん妄、幻覚等の精神症状： 

錯乱、せん妄、幻覚等の精神症状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。」 



3 

1.ミコフェノール酸製剤「セルセプト」の催奇形性に関する注意点について 

１．はじめに  
 ミコフェノール酸 モフェチル（以下「本剤」という。）は催奇形性を有することから，平成11年の 
承認時より添付文書において，「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人」を「禁忌」，「妊娠す
る可能性のある婦人」を「原則禁忌」とするとともに，「重要な基本的注意」の項に「妊娠する可能
性のある婦人に投与する場合には，妊娠検査が陰性であるとの結果を確認」し，「投与前，投与
中及び投与中止後６週間は避妊すること」，並びに「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」の項に催
奇形性が報告されている旨を注意喚起してきました。しかしながら，平成26年２月に催奇形性
（小耳症）の国内症例が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告され，平成28年２月１日
までに自然流産１例及び胎児死亡１例を含む計３例で妊娠中の本剤曝露が確認されたことから，
平成28年３月23日に「使用上の注意」の改訂を行いました（平成28年３月29日訂正）。 
 今般，効能に追加された「ループス腎炎」は20 〜 40歳代の女性に好発するという疾患特性を
有しており，「妊娠する可能性のある婦人」に対する本剤投与の増加が想定されることから，改
めて本剤の催奇形性に関する注意点等について紹介します。 

２．催奇形性に関する注意点について  

（１）患者への説明について  
 本剤は催奇形性を有することから，妊婦又は妊娠している可能性のある女性については，引
き続き「禁忌」とし，妊娠中の本剤曝露を避ける必要があります。一方，妊娠する可能性のある
女性については，本剤投与前から投与中止後６週間は信頼できる確実な避妊法の実施を徹底
するとともに，問診，妊娠検査を行うなどにより，妊娠していないことを定期的に確認することに
より本剤曝露中の妊娠を避けることが重要です。妊娠する可能性のある女性に本剤を処方する
際には，以下の点を患者に説明し，理解させるようお願いします。 
○ 本剤には，催奇形性が報告されていること。 
○ 本剤の投与開始前に妊娠検査が陰性であるとの結果を確認すること。 
○ 本剤投与前，投与中及び投与中止後６週間は信頼できる確実な避妊法により避妊すること。 
○ 本剤投与中は，追加の妊娠検査を行うなど，妊娠していないことを定期的に確認すること。
妊娠が疑われる場合には，直ちに担当医に連絡すること。 

（２）妊娠していないことの定期的な確認について  
 これまで，妊娠検査が陰性であることを確認した上で，本剤の投与を開始することを注意喚起
してきたところですが，本剤の妊婦への曝露の回避を徹底するためには，本剤投与中も定期的
に妊娠していないことを確認することが重要です。避妊の実施状況，月経周期，最終月経の時
期，患者自身での妊娠検査の実施状況等について問診にて確認するとともに（表１参照），必要
に応じて妊娠検査（血清中または尿中hCG測定）を実施し，妊娠していないことを定期的に確認
していただくようお願いいたします。なお，市販の妊娠検査薬も使用できます。 

（３）避妊の徹底について  
 本剤投与前から投与中止後６週間は，信頼できる確実な避妊法の実施を徹底することにより，
本剤投与中の妊娠を避ける必要があります。コンドーム，子宮内避妊器具（IUD），経口避妊薬
（ピル）などの各種避妊方法の失敗率を含む特徴を考慮した上で（表２参照），複数の避妊方法
を用いて確実に避妊できるよう，患者への指導をお願いいたします。 
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３．催奇形性等の発生状況について 
 製造販売業者（中外製薬株式会社）が国内外で集積した先天性異常について検討した結果，
耳（外耳道閉鎖，小耳症等）に加え，眼（眼欠損症，小眼球症等），顔面（両眼隔離症，小顎症
等），手指（合指，多指，短指等），心臓（心房中隔欠損症，心室中隔欠損症等），食道（食道閉
鎖等），神経系（二分脊椎等）の催奇形性が確認されています。 
 また，欧州では，1998年１月から2011年６月までにEuropean Teratology Information Services
に本剤に曝露した妊婦57例（臓器移植22例，全身性エリテマトーデス23例，その他の自己免疫
疾患12例）が集積しており，16例は流産し，12例は選択的中絶（うち２例は致死的な催奇形性の
ため妊娠後期の選択的中絶）が行われ，29例の児が生産しました。これらのうち，８例（うち２例
は選択的中絶）に催奇形性が認められたと報告されています（Am J Med Genet A 2012, 158A： 
588-596）。米国では，移植妊娠登録機関（National Transplantation Pregnancy Registry）に本剤
に曝露した妊婦97例（うち１例は双生児）が集積しており，48例（49％）が流産し，48例の児が生
産，11例（23％）に催奇形性が認められたと報告されています（Clin Transpl 2009, 103-122）。 
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４．「使用上の注意」の改訂（下線部追加改訂部分） 
 平成28年３月23日（平成28年３月29日訂正）に行いました「使用上の注意」の改訂は以下のと
おりです。 
［警告］の項に 
「本剤はヒトにおいて催奇形性が報告されているので，妊娠する可能性のある婦人に投与する
際は，投与開始前に妊娠検査を行い，陰性であることを確認した上で投与を開始すること。また，
本剤投与前から投与中止後６週間は，信頼できる確実な避妊法の実施を徹底させるとともに，
問診，妊娠検査を行うなどにより，妊娠していないことを定期的に確認すること。」 
を追記し，［原則禁忌］の項の 
「妊娠する可能性のある婦人」 
を削除し，［重要な基本的注意］の項の催奇形性に関する記載を 
「本剤には催奇形性があるので，妊娠する可能性のある婦人への使用に際しては，患者に次の
注意事項についてよく説明し理解させた後，使用すること。 
1）本剤は催奇形性が報告されていること。 
2）本剤の投与開始前に妊娠検査が陰性であるとの結果を確認すること。 
3）本剤投与前，投与中及び投与中止後６週間は避妊すること。 
4）本剤投与中は，追加の妊娠検査を行うなど，妊娠していないことを定期的に確認すること。妊 
娠が疑われる場合には，直ちに担当医に連絡すること。」 
と改め，［妊婦，産婦，授乳婦等への投与］の項の妊婦又は妊娠している可能性のある婦人へ
の投与に関する記載を 
「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔妊娠中に本剤を服用した患者
において，耳（外耳道閉鎖，小耳症等），眼（眼欠損症，小眼球症等），顔面（両眼隔離症，小顎
症等），手指（合指，多指，短指等），心臓（心房中隔欠損症，心室中隔欠損症等），食道（食道
閉鎖等），神経系（二分脊椎等）等の催奇形性が報告されている。本剤を服用した妊婦における
流産は45 〜 49％との報告がある。また，ラットで，脳露出，腹壁破裂（６㎎ /kg/日）等が，ウサ
ギで，動脈管開存，胸部及び腹壁破裂（90㎎ /kg/日）等が報告されている。〕」 
と改め， 
「妊娠する可能性のある婦人には投与しないことを原則とするが，やむを得ず投与する場合に
は治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。」 
を削除する。 

５．おわりに 
 妊娠する可能性のある女性に対して本剤を使用する場合には，本稿で紹介した安全対策を徹
底して行っていただくとともに，引き続き，本剤の適正使用にご協力をお願いいたします。なお，
本剤の適正使用のため，製造販売業者が医療関係者向けの資材および患者向けの資材を作
成していますので，それらもご参照ください。 
 
＜参考＞ 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 調査結果報告書．平成28年３月１日． 
https://www.pmda.go.jp/files/000211684.pdf 
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【新規仮採用申請薬】 

スズコロイドTC-99ｍ注調整用キット（塩化第一スズ：日本ﾒｼﾞﾌｨｸｽ） 

【効】肝脾シンチグラムによる肝脾疾患の診断、次の疾患におけるセンチネルリンパ節の同
定及びリンパシンチグラフィ 乳癌、悪性黒色腫 
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【臨時的購入申請薬】 

デノパミン錠10ｍｇ（デノパミン：日医工）  

【効】慢性心不全 

アズノール軟膏0.033％20ｇ（アズレン：日本新薬） 

【効】湿疹、熱傷・その他の疾患によるびらん及び潰瘍 

 シーブリ吸入用カプセル50μg（グリコピロニウム：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 

【効】慢性閉塞性肺疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解 

ウルティブロ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ（グリコピロニウム/インダカテロール：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 

【効】慢性閉塞性肺疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解（抗ｺﾘﾝとβ刺激併用
が必要な場合） 

コパキソン皮下注20ｍｇシリンジ（グラチラマー酢酸塩：武田） 

【効】多発性硬化症の再発予防 

HCGモチダ筋注用5000単位（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン：持田） 

【効】添付文書参照 

【その他】 

 

 

 

【メーカー変更】ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」（ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン：富士） 

【効】間脳性（視床下部性）無月経、下垂体性無月経の排卵誘発 

【新規院外採用申請】 

ピートルﾁｭｱﾌﾞﾙ錠250mg/500mg（ｽｸﾛｵｷｼ水酸化鉄：ｷｯｾｲ） 

【効】透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善 

【後発品】 

  ムコスタ100ｍｇ →  レバミピド錠「サワイ」１００ｍｇ 

  アルロイドＧ    →  サンメール内用液５％（東亜薬品） 

  アダラートＣＲ20ｍｇ  →  ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 

  アムロジンＯＤ5ｍｇ   →アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 

  ※大塚生食100ｍＬ ２ポート 

  ※生食50ｍＬ ２ポート  ※については、抗生剤等の使用の際に、できるだけこちらの使用を。 

         （従来品も並行採用、２ポートは後発品扱い） 

 

 

   

 

 

【デッドストック・削除等】 

    リフラップ軟膏30ｇ、プロへパール、スピリーバ 


