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妙見祭に見る八代の町割り 

 昨年の末の、八代妙見祭ユネスコ登録。御目出度い勢いが本年も続くことでしょう。 

 早速、八代の博物館
に行って、昔の町割りを
調べに行ってみたら、右
のような図がありました。 
 本丸が今の八代宮で
すから、堀は埋められ、
二の丸が市役所…とい
う感じの位置関係。 

 城を中心にして、道が直角に交差するように整然と通り、町割りがなされています。興味
深いのは、旧八代の町は「両側町」。つまり、「道を挟んで両側が一つの町」。 
 普通は、町の境い目は「道」。道路で仕切られた区画を一つの町にするのが今も昔も一般
的です。こういう一本の道を挟んだ両側町は、京都や大阪の商人町に似てますね。 
 京都の平安京も、もともとは道路で仕切られた、一辺120ｍの四角い区画が「町」だったは
ずですが、商売をするには「道」に沿って間口を設けなきゃいけないので…と、まあ、自分で
四角を書いて、道に向かって店をたくさん設置できるように店の敷地の図を書いてみて下さ
い。間口の狭い＆奥行きが真ん中で深く端で浅い、変な敷地が出来上がり、四角い区画の
真ん中へは移動できないですよ。結果、人と人との繋がりは、道向かい同士の方が都合が
良くなります。そうやって、両側町が出来るわけですね。要するに、旧八代は、京都・大阪の
ような商業都市を模倣して設計され、結果、その町ごとに笠鉾を出す経済力を持っていたわ
けです。徳渕の貿易で栄えた大都市、秀吉の直轄地の名残かな。歴史の見える町だな。 

 それにしても、妙見祭の前日（御夜）も神幸行列の日も、例
年よりも大賑わいだったようですね。八代にこんなに人が居た
のか、みたいな。まあ、私は初めて見に行ったのですが。 

 私のような他所者で初見の者にとっては、ちょっと不思議に
思うことがありました。ユネスコ登録理由である「笠鉾」には、
それぞれ「町名」がありますが、「宮之町」「二之町」「紺屋町」
などは、現代の八代の地図上にはありません。 

 祭りでは別格扱いの（肩で担いで
いた）菊慈童の宮之町の場所を尋ね
てみると、当院のすぐ隣のあたりを
指すそうで、ちょっと驚き。 
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プロマック 

ポラプレジンク 

２３２ 消化性潰瘍用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」追記 

「銅欠乏症：本剤は亜鉛を含有するため、亜鉛により銅の吸収が阻害され銅欠乏症
を起こすことがある。栄養状態不良の患者で銅欠乏に伴う汎血球減少や貧血が報告
されているため、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。」 

ネシーナ錠ほか 

アログリプチンほかDPP4阻害剤 

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 

「類天疱瘡：類天疱瘡があらわれることがあるので、水疱、びらん等があらわれた場
合には、皮膚科医と相談し、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

ホルマリンおよびホルマリン含有製品 ２６１ 外皮用殺菌消毒剤 

改訂箇所 改訂内容 

［禁忌］ 新設 
［副作用］の「重大
な副作用」 
新設 

「本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者」 

「ショック、アナフィラキシー：ショック、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、蕁麻疹、そう痒、呼吸困難、血圧低下等の異常が認められた場
合には、適切な処置を行うこと。」 

ザイロリック錠 

アロプリノール 

３９４ 痛風治療剤 

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、更にリンパ節腫脹、白
血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現、肝機能障害等の臓器障害を伴う遅発性
の重篤な過敏症状があらわれることがある。また、１型糖尿病（劇症１型糖尿病を含
む）を発症し、ケトアシドーシスに至った例も報告されている。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、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したり、脳炎等の中枢神経症状が
あらわれたりすることがあるので注意すること。」 

ゾメタ（各剤形） 

ゾレドロン酸水和物 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」追記 

急性腎不全、間質性腎炎、ファンコニー症候群： 

急性腎不全、間質性腎炎、ファンコニー症候群（低リン血症、低カリウム血症、代謝
性アシドーシス等を主症状とする近位腎尿細管障害）等の腎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。」 

ファムビル錠 

ファムシクロビル 

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 

「ショック、アナフィラキシー：ショック、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、蕁麻疹、血圧低下、呼吸困難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。」 
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1.ミルナシプラン塩酸塩，デュロキセチン塩酸塩及びベンラファキシン塩酸塩製
剤の自動車運転等に係る注意事項について 

１．はじめに  
 ミルナシプラン塩酸塩，デュロキセチン塩酸塩及びベンラファキシン塩酸塩は，セロトニン・ノル
アドレナリン再取り込み阻害剤（以下「SNRI」という。）であり，平成11年９月にミルナシプラン塩
酸塩，平成22年１月にデュロキセチン塩酸塩，平成27年９月にベンラファキシン塩酸塩が，「うつ
病・うつ状態」を効能・効果として承認されています。（中略） 
 これらSNRI ３剤（以下「本剤」という。）はいずれも承認時から「重要な基本的注意」の項に「眠 
気，めまい等が起こることがあるので，本剤投与中の患者には，自動車の運転等危険を伴う機
械の操作に従事させないよう注意すること」と記載され，自動車の運転等危険を伴う機械の操作
（以下「自動車運転等」という。）を禁止する旨注意喚起されていました。一方，類薬である選択
的セロトニン再取り込み阻害剤（以下「SSRI」という。）では，一部の剤を除き，「重要な基本的注
意」の項に「眠気，めまい等があらわれることがあるので，自動車の運転等危険を伴う機械を操
作する際には十分注意させること。」と記載されており，自動車運転等を禁止する注意喚起とは
なっていません。 
 今般，平成28年10月25日に開催された平成28年度第６回薬事・食品衛生審議会薬事分科会
医薬品等安全対策部会安全対策調査会（以下「安全対策調査会」という。）での検討を踏まえて，
平成28年11月25日に「使用上の注意」の改訂を指示しました。本稿では，本剤服用中の患者が
自動車運転等を希望する際に注意すべき点等について紹介します。 

２．SNRIの自動車運転等への影響に関する調査結果と添付文書改訂 

  今回，本剤の国内副作用報告のうち，自動車運転等に影響を及ぼしうるものを含む21事象
（以下「自動車運転関連事象」という。）の集積状況及び海外における交通事故の発生状況，本
剤の自動車運転能力に対する影響を評価した臨床試験成績等を調査した結果は，以下のとお
りでした。 

● 自動車運転に対する本剤の影響を評価した臨床試験において，プラセボ投与や非投与時と
比較し，本剤投与による運転能力の低下は示唆されていないこと 
● 国内外の臨床試験において，本剤の安全性プロファイルをSSRIと比較しても，自動車運転
等に影響を及ぼしうる副作用の発現は多くないこと 
● 薬理学的にもめまい，鎮静，眠気に関連する受容体への親和性において，本剤とSSRIとで
大きな違いは認められないこと 
● 国内では，自動車運転関連事象として，主に傾眠，浮動性めまい，体位性めまいが報告さ
れており，投与初期での発現件数が多いこと 
● 患者自身が兆候を自覚できず自動車運転等に影響する可能性のある意識障害関連事象も
報告されているが，いずれも併用薬や患者の状態が影響している可能性が否定できず，本剤と
の関連が明確な症例はないこと 
● 国内の交通事故症例で認められた意識障害関連事象と本剤との関連が明確な症例はない
こと 
● 自動車運転等が禁止されていない海外において，本剤服用中の事故の症例の集積は多く
ないこと 

 これらの調査結果を踏まえ，安全対策調査会は，本剤の自動車運転等に係る注意喚起を，
SSRIの注意喚起に合わせ，一律禁止ではなく患者の状況に応じた柔軟な対応ができるように改
訂して差し支えないと判断しました。ただし，傾眠，めまい等の自動車運転等に影響を及ぼしう
る副作用が少なからず報告されているため，これらの副作用を自覚した場合等には自動車運転
等を絶対に行わないよう患者を指導する必要があるとしました。（中略） 

薬剤部注）抗うつ剤のトレドミン、サインバルタ、イフェクサーのこと 
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3．医師及び自動車運転等を希望する患者に対する注意事項  
  安全対策調査会では，本剤を服用する患者が自動車運転等を希望する際に，医師，患者が
それぞれ何を注意すべきか議論がなされました。例えば，患者の背景（精神疾患の症状，合併
症，併用薬等）によっては，本剤服用中の患者の中には自動車運転等を行うべきでない場合も
あり，処方医が患者をよく観察し，自動車運転等の適否を判断し，患者を指導する必要があると
指摘されました。安全対策調査会での審議結果を踏まえ，表２のように医師及び自動車運転等
を希望する患者に対する注意事項を取りまとめました。 

表２．医師及び自動車運転等を希望する患者に対する注意事項 
１．本剤を処方される患者が自動車運転等を希望する際に医師が注意すべき点 

① 患者のうつ病等の精神疾患の状態が安定しているかよく観察する。 
② 用法・用量を遵守する。 
③ 患者に対する本剤の影響には個人差があるので，個々の患者をよく観察する。 
④ 本剤の投与により，めまい，眠気に代表される自動車運転等に影響を与える可能性
のある副作用が発生することがあるので，患者の自覚症状の有無を確認する。 
⑤ 投与初期，他剤からの切り替え時，用量変更時には，患者にとって適切な用量で精
神疾患の状態が安定しているか，特に患者の状態に注意する必要がある。そのため，自
動車運転等の可否を判断する前に一定期間，観察することも検討する。 
⑥ 多剤併用処方は避け，必要最小限のシンプルな処方計画を心がける。また，併用薬
がある場合は自動車運転等への影響を予測することが困難なため，場合によっては自
動車運転等を避けるよう注意することが適切な場合もある。 

２．本剤を処方された患者が自動車運転等を行う際に患者が注意すべき点 
① 本剤の投与により，めまい，眠気に代表される自動車運転等に影響を与える可能性
のある副作用が発生することがある。 
② 投与初期，他剤からの切り替え時，用量変更時等は上記副作用が発生しやすいため，
可能な限り自動車運転等を控え，めまい，眠気や睡眠不足等の体調不良を自覚した場
合は，自動車運転等を絶対に行わない。 

１．はじめに 
 本稿では平成27年10月から平成28年４月末まで（以下「平成27年シーズン」という。）に報告さ
れたインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告の状況について紹介します。（略） 

２.平成27年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告について 

２．インフルエンザワクチンの副反応疑い報告状況（平成27年シーズン） 
副反応疑い報告数・頻度 
 インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告数及び同ワクチンの医療機関納入数量から
算出した推定接種者数に基づく報告頻度は表１のとおりでした。 

報告された症状の内容 
 （略）平成26年シーズンの報告内容と比較して，一般・全身障害および投与部位の状態に分類 
される症状（注射部位紅斑，注射部位疼痛，発熱等）が多く報告されていました。 
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報告された症状の内容（続き） 
 接種後の死亡報告は７例報告されましたが，専門家の評価の結果，うち６症例は，ワクチン接 
種と死亡との直接的な因果関係が認められないとされました。急性散在性脳脊髄炎（ADEM）に
よる死亡と診断された１例については専門家より，ワクチン接種と死亡との因果関係が否定でき
ないと評価されました。（以下略） 
 なお，各社のロットごとの報告数については，アナフィラキシーが特定のロットに集中していると
いうことはありませんでした。その他の報告された症状も含め，「ワクチンの安全性に新たな懸念
は認められない」と平成28年７月に開催された合同会議で評価され，現時点では添付文書の改
訂等の対応は必要なく，引き続き報告状況及び報告内容に注視していくこととされました。 

３．今後の安全対策について 
 医療機関においては，副反応疑い報告基準に該当する症状を診断した場合は，「定期の予防
接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」のとおり，因果関係が必ずしも明確でな
い場合であっても速やかな報告をお願いします。 
 また，平成28年シーズンも引き続きアナフィラキシーの発生に際しては以下の点にご留意くだ
さい。 
① 接種後30分程度は，被接種者の状態を十分に観察すること 
② アナフィラキシーと思われる症状が認められた場合には，適切な処置を行うこと 
③ 接種後に異常が認められた場合には，速やかに医師に連絡し，診察を受けるよう被接種
者・保護者の方に伝えること 

３.抗インフルエンザウイルス薬の安全性について 

１．はじめに 
 （略）本稿では，当該調査会で報告された2015 ／ 2016シーズン（平成27年９月１日〜平成28
年８月31日）の抗インフルエンザ薬に係る副作用報告状況の概要について紹介します。 

おわりに 
 当該調査会での審議の結果，異常行動等の発生傾向について大きな変更はない。（以下略） 



平成28年度 第4回 薬事委員会（12/27）報告ダイジェスト（紙面の都合上、品名のみ） 

【新規仮採用薬】 

セファレキシン250ｍｇ錠（ケフレックス後発品：日医工）：セフェム系抗菌剤（略称：CEX） 
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ステラーラ皮下注４５ｍｇｼﾘﾝｼﾞ 0.5ｍＬ（ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ：ﾔﾝｾﾝ）：尋常性乾癬などの治療剤 

ヒーロン0.85眼粘弾剤1％0.85ｍL（ﾋｱﾙﾛﾝ酸：エイエムオー）：白内障手術等の補助剤 

エナラプリルﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg（レニベース後発：トーワ）：ACE阻害剤 

【備】採用中のレニベース５ｍｇもジェネリック（トーワ：13円）へ 

ビソプロロールﾌﾏﾙ酸塩錠0.625ｍｇ（ﾒｲﾝﾃｰﾄ後発：日医工）：βブロッカー 

【備】採用中のメインテート2.5ｍｇ、5ｍｇもジェネリック（日医工：13.6円、34円）へ 

タケキャブ錠10mg（ボノプラザンフマル酸塩：武田）：PPI 

ダットスキャン静注（ｲｵﾌﾙﾊﾞﾝ(123Ｉ：日本ﾒｼﾞﾌｨｸｽ）：パーキンソン症候群等の画像診断剤 

【新規院外採用申請】 

 マリゼブ錠25mg（オマリグリプチン：MSD）：週１回のDPP4阻害剤 

ビムパット錠100ｍｇ（ラコサミド：第一三共）：抗てんかん剤 

フィコンパ錠２ｍｇ（ペランパネル：エーザイ）：抗てんかん剤 

グラジナ錠50mg（グラゾプレビル：MSD）：C型肝炎治療剤 

エレルサ錠50mg（エルバスビル：MSD） ：C型肝炎治療剤 グラジナ・エレルサはセットで使用 

【緊急購入】 

 

 

 

ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合OD錠T25（ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙ：大鵬）：抗悪性腫瘍剤 

【後発品：JCHO目標を上方修正、８０％へ】 

 ※下記品目については、規格違い等の臨時採用品や院外採用品も名称を揃えます。 

パンスポリン静注用１ｇ（753円） → セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」（316円） 

ブロプレス４ｍｇ（65円） → カンデサルタンOD錠４ｍｇ「サワイ」（22.9円） 

ムコダイン500ｍｇ（14.7円） → カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 （7.8円） 

ムコダインﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50％（30.6円） → カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」（11.4円） 

アダラートL10ｍｇ（16.4円） → ニフェジピンL10mg「サワイ」（5.6円） 

アルダクトンA錠25mg（20.7円） → スピロノラクトン錠25ｍｇ「TCK」三和（5.6円） 

マイスリー錠５ｍｇ、10ｍｇ(40.6円、65円）  

            → ゾルピデム酒石酸塩OD錠５ｍｇ、10ｍｇ「トーワ」（15.6円、25.9円） 

アルファロール0.25μｇ、1μｇ（20.2、70.5円）  

            → ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25、１μｇ「トーワ」 （5.8、8.9円） 

ブイフェンド錠50mg、200mg（1139.2、3505円）  

                →  ボリコナゾール錠５０ｍｇ、２００ｍｇ「日医工」（481.6、1481.8円） 

プラビックス75ｍｇ（201.2円） → クロピドグレル錠75ｍｇ「SANIK」（日医工）（90.9円） 

 

 

   

 

   

 

【その他】 

 

 

 

【デッドストック・削除等】 

    アミノトリパ１号、２号、ジゴシン散、アルダクトンA散（使用が無く、期限切れのため） 

  イムシスト膀注用（製造中止） 


