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 前回の薬事委員会で採用になった、ナルサスとナルラピド。一般名ヒドロモルフォン。麻薬な
ので、間違うとかなり大変なことになるので、よく注意してください。 

【効能】「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」 
【用法】「通常、成人にはヒドロモルフォンとして4～24mgを1日1回経口投与する。なお、症状
に応じて適宜増減する。」 
【注意】 
初回投与：オピオイド鎮痛剤による治療の有無を考慮して初回投与量を設定すること。 

(1) オピオイド鎮痛剤を使用していない患者 
1日4mgから開始し、鎮痛効果及び副作用の発現状況を観察しながら用量調節。 

(2) オピオイド鎮痛剤を使用している患者 
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更する場合には、前治療薬の投与量等を
考慮し、投与量を決めること。本剤の1日用量は、ヒドロモルフォンとして、モル
ヒネ経口剤1日用量の1/5量を目安とすること。 

(3) フェンタニル貼付剤を使用している患者 
フェンタニル貼付剤から本剤へ変更する場合には、フェンタニル貼付剤剥離後
にフェンタニルの血中濃度が50%に減少するまで17時間以上かかることから、
剥離直後の本剤の使用は避け、本剤の使用を開始するまでに、フェンタニル
の血中濃度が適切な濃度に低下するまでの時間をあけるとともに、本剤の低
用量から投与することを考慮すること。 

【効能】 「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」 
【注意】 

1. 臨時追加投与として本剤を使用する場合 
疼痛が増強した場合や鎮痛効果が得られている患者で突発性の疼痛が発現した場
合は、直ちに本剤の臨時追加投与を行い鎮痛を図ること。本剤の1回量は定時投与中
のヒドロモルフォン塩酸塩経口製剤の1日用量の1/6～1/4を経口投与すること。 

2. 定時投与時 
1日用量を4分割して使用する場合には、6時間ごとの定時に経口投与すること。 
1日用量を6分割して使用する場合には、4時間ごとの定時に経口投与すること。など。 

「ナルサス錠２ｍｇ、６ｍｇ」
「徐放」の文字がある通り、薬がゆっくり
放出されるので、持続型。 

この薬は「１日１回」で、痛みをコン
トロールする薬です。 

「ナルラピド錠１ｍｇ、２ｍｇ」
五角形の錠剤で台紙のイメージは「早い」
雰囲気を出している通り、基本的に 

「速効型：レスキュー」用。 
 

ナルサスの「サス」はSustain（持続）のSUS 
ナルラピドの「ラピド」はRapid（早い） 

いつもは製品名に「持続」
「速効」と日本語で付けるく
せに…何故、今回は英語？ 
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ラミクタール錠 

ラモトリギン 

１１３ 抗てんかん剤 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重大な副作用］ 追
記 

血球貪食症候群： 

血球貪食症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、発疹、神経
症状、脾腫、リンパ節腫脹、血球減少、高フェリチン血症、高トリグリセリド血症、肝機
能障害、血液凝固障害等の異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切
な処置を行うこと。 

アトルバスタチン、シンバスタチン等、（スタチン系） 

リポクリン錠、フェノフィブラート等、（フィブラート系） 

２１８ 高脂血症用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［原則禁忌］ 削除 
 
 
［重要な基本的注
意］ 追記 
 
 
 
 
 
 
［原則併用禁忌］ 

削除 

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、フィブラート系薬剤とHMG-
CoA還元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合に
のみ併用すること。 

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還元酵素
阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用する
こと。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用す
る場合には、本剤を少量から投与開始するとともに、定期的に腎機能検査等を実施
し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上
昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中
止すること。 

 

フィブラート系薬剤とHMG-CoA還元酵素阻害薬の併用 

コセンティクス皮下注ペン・シリンジ 

セクキヌマブ 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］ 一部改
訂 
［重大な副作用］ 追
記 

炎症性腸疾患の患者 

 

炎症性腸疾患： 

炎症性腸疾患があらわれることがあるので、観察を十分に行い、炎症性腸疾患が疑
われた場合には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 
［重大な副作用］ 一
部改訂 

肺転移を有する患者 

消化管穿孔、瘻孔形成、気胸： 

腸管穿孔、痔瘻、腸膀胱瘻、気胸等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、中止等の適切な処置を行うこと。 
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１．はじめに 
 平成19年，抗インフルエンザウイルス薬であるタミフルを服用した中学生が転落死するという
事例が２例大きく報道されたことから，タミフル服用後に異常行動の発現のおそれがあることに
ついて，因果関係は不明であるものの，医療関係者に注意喚起を行いました。さらに，予防的措
置として，タミフルの添付文書の「警告」の項に，ハイリスク患者と判断される場合を除き，10代
の患者に対しては原則として使用を差し控える旨を追記するとともに，「緊急安全性情報」を医
療機関等に配布し，タミフル服用後の異常行動について注意喚起を行いました。 
 その後，タミフル服用と異常行動との関係について，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。）並びに別途その下に設置
されたワーキンググループにおいて，非臨床試験，疫学調査，臨床試験等の結果に基づき検討
が行われ，平成21年に報告書がとりまとめられました。 
 その報告書においては，タミフル服用と異常行動との因果関係に係る明確な結論を出すことは
困難とされ，タミフルの10代に対する原則使用差し控えを含む安全対策措置は継続することが
適当とされました。 
 なお，タミフル以外の抗インフルエンザウイルス薬については，10代に対する原則使用差し控え
という安全対策措置はとられておらず，異常行動に係る注意喚起は，添付文書の「重要な基本
的注意」の項に記載されていました。また，安全対策調査会においては，前インフルエンザシー
ズンの異常行動の副作用報告の状況，疫学調査の結果等に基づき毎年審議を行い，平成29年
までの安全対策調査会では，タミフルの10代に対する原則使用差し控えを含む現行の安全対策
措置を継続することが妥当と判断されてきました。一方，約10年にわたる知見の集積がみられる
ことから，抗インフルエンザウイルス薬の安全対策に係る総括的な議論の必要性も指摘されて
おりました。 
 このような経緯を踏まえ，抗インフルエンザウイルス薬の安全対策の在り方に関して，本年（平
成30年）５月16日及び７月13日の安全対策調査会において審議がなされ，この結果に基づき，
抗インフルエンザウイルス薬の添付文書の改訂及びインフルエンザ罹患時の異常行動に対する
注意喚起資材の作成がなされましたので，その内容を紹介します。 

抗インフルエンザウイルス薬の安全対策について 

２．安全対策調査会での検討内容について 
 平成21年以降の非臨床研究及び約10年にわたる疫学研究の科学的な知見を総括し，以下の
事実から，タミフル服用のみに異常行動との明確な因果関係があるとは言えないことが確認さ
れました。 
（１） 抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず，インフルエンザ罹患時
には異常行動が発現していること 
（２） タミフル及び他の抗インフルエンザウイルス薬ともに，異常行動の発現頻度は10代と10歳
未満とで明確な差はないこと 
これらのことから，次の懸念を考慮して，タミフルのみ積極的に10代の患者に対する原則使用差
し控えの予防的措置をとる必要性は乏しく，全ての抗インフルエンザウイルス薬で，整合性のあ
る注意喚起とすべきであるとされました。 
（１） 10代の患者に対する原則使用差し控えというタミフルのみに強い注意喚起を行う状況は，
他の抗インフルエンザウイルス薬がタミフルより安全だと誤って理解されることにつながり，他の
抗インフルエンザウイルス薬服用者を含むインフルエンザ罹患者に対する異常行動への注意喚
起が軽視される懸念 
（２） 学会のガイドラインでも，重篤な患者等には，タミフルの10代に対する投与の必要性が指摘
されており，10代の患者に対する原則使用差し控え措置を予防的措置として講じることが，治療
機会の損失につながる懸念 
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 一方，抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無，種類にかかわらず，インフルエンザ罹患時
には異常行動が発現していることから，インフルエンザ罹患時の異常行動に関する注意喚起に
ついて，より一層医療関係者，保護者等に周知する必要があることも指摘されました。 

抗インフルエンザウイルス薬の安全対策について 

３．抗インフルエンザウイルス薬の添付文書の改訂について 
 以上の議論を踏まえ，平成30年８月21日に抗インフルエンザウイルス薬の添付文書の改訂指
示通知を発出しました。改訂の概要は以下の通りです。 
（１）タミフルの「警告」の項から，10代の患者に対する原則使用差し控えに関する記載を削除す
る。 
（２） 全ての抗インフルエンザウイルス薬について，「重要な基本的注意」の項に，抗インフルエ
ンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず，インフルエンザ罹患時には異常行動の
発現のおそれがある旨，及び以下の内容を患者，家族に対し説明する旨を追記する。 
   ①異常行動の発現のおそれがあること 
   ② 自宅において療養を行う場合，少なくとも発熱から２日間，保護者等は転落等の事故に
対する防止対策を講じること 
    また，転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については，就学以降の小児・
未成年者の男性で報告が多いこと，発熱から２日間以内に発現することが多いこと，が知られて
いる旨を追記する。 
（３） 抗インフルエンザウイルス薬の「重大な副作用」の項に，因果関係は不明であるものの，イ
ンフルエンザ罹患時には，異常行動があらわれることがある旨を追記する。 

４．インフルエンザ罹患時の異常行動に関する注意喚起について 
 日本小児科学会，日本小児科医会等の協力の下，医療関係者向け及び患者等向けの注意喚
起資材を図１のとおり作成しました。 

５．おわりに 
 今回の抗インフルエンザウイルス薬の添付文書の改訂では，タミフルの10代の患者に対する
原則使用差し控え措置を見直しましたが，インフルエンザ罹患時には，抗インフルエンザウイル
ス薬の服用の有無又は種類にかかわらず，異常行動があらわれるおそれがあることを踏まえ，
インフルエンザ患者及びその家族に適切な説明を行う必要があります。医療関係者は，今回の
改訂の主旨をご理解いただくとともに，引き続き，インフルエンザ罹患時の注意喚起において適
切な対応がなされるようご協力をお願いいたします。 
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病院及び薬局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結果と望まれる方向について 

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，医療機関等における安全性情報の入手・伝達・活用状況等を把握し，当該機関等
における安全性情報の活用推進のための方策を検討することで，講じた安全対策措置が確実
に実施され，患者のより一層の安全が図られることを目的として，平成22年度より有識者による
検討会を設置して調査を実施しています。 

調査回答施設の概要 
 病院調査では373施設（44.2%）から，薬局調査では1,647施設（56.3%）から回答を得ました。 

２．平成29年度調査（病院調査及び薬局調査）について 
調査の方法及び内容 
平成29年度に実施した，病院を対象とした調査（以下「病院調査」という。）及び薬局を対象とし
た調査（以下「薬局調査」という。）の調査期間，調査方法及び主な調査内容等は表１に示すとお
りです。調査内容は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内に設置した医師，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」）の意見を踏まえて実施し，結果の取りまとめを行いました。 

薬剤部注）以下、薬剤部・医薬品情報室向けの調査結果報告とPMDAの述べる「望まれる方向」
に関する記述なので割愛しますが、要点を述べると、「中小病院や薬局薬剤師での情報収集・
処理が、医薬品情報担当者が常駐する大病院並になるよう、メディナビ等を活用しましょう」とい
う内容でありました。 
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「ポリファーマシー」 は、「poly（複数）」＋「pharmacy（薬）」を合わせた造語。多剤投与を指す。 

「ポリファーマシー対策」がややこしくなってきた 

《ややこしくなってきた》 
 当初は「医療費削減」の観点で、実際の残薬の金額
を問題にし、残薬を減らすことを成果としていたはず。 
 しかし、残薬原因を「数（種類）が多い不適切処方」に
求め、この適正化が「ポリファーマシー対策」ということ
になってきました。（少しズレてきた感じ） 
 実際、長崎県で行った、厚労省の補助事業で、保険
者から提出された処方実態には、凄いものがあり、 
「１日40種類」を筆頭に、「１日30種類超」がズラッと並
んでいたようです。 
 ただ、１日40種というレベルは、適正・不適正を超え
た、「非常識」と思うのですが、保険査定されていない
ようで…それは「効能効果・用法用量に外れてない、適
正の範囲内と判断した？」って話。 

 では、用法・効能通りに使われている「１日４０種類」の不適切性を、どう証明するか 

 そこで、調剤薬局側も困るので、何らかの基準を求めますね。 
 結果、ポリファーマシー対策の「錦の御旗」になったのが、老年医学会が
出している、右のガイドライン。 基本的には、海外の「STOPP criteria」（欧
州）や「Beers criteria」（米国）が下敷きになったもので、記述は、かなり面
白いと思っています。ただ、この本で対策をしなさいと言われているのは 

「潜在的不適切処方」 
なんですね。つまり「顕在的」（実際に何か起こってる）ではなく、「潜在的」
（実際には何も起こっていない）ものを適正化しましょうという… 
 なんだか難しいことになってますね。 

 随分前に、左の図のような「残薬」問題に
ついて、この紙面で述べたと思います。 
 この対策として、厚労省は、「薬剤総合評
価調整加算250点」（薬２種減らしたら算定）
のような施策を始めました。 
 このあたりから、「ポリファーマシー対策」と
題した書籍が多数販売され始め、薬剤師の
学会でも、ポリファーマシーが主題になる
フォーラムが開かれる状況です。 

 ほら、ややこしいでしょ。「査定権限を持つ人が査定しない・できない不適切性」の証明。 
 さらに進んで、「自宅での残薬が多い」ことから、その適正化は、もっぱら、調剤薬局薬剤師
（処方箋に病名も書いてない）に原因を求め、「処方医師が、適切と考えている、多剤投与」を
やめさせなさいというミッションが、調剤薬局に課される状況。 

【私見です】 
 私達がヤラなきゃいけないのは「顕在的（実際にある）問題」の解決ではないかな。 
 実際に飲んでない薬が山程ある「実態」を見て、適正化に努める。 
あるいは、１日４０種の薬に対する患者の思いを「顕在化」させた上、適正化するなど。 

 実際、ポリファーマシー対策に熱心に取り組んでる方々が、実際に整理できているものは「胃
粘膜保護剤の多剤投与、睡眠薬、降圧剤の多剤・重複、長期のガスモチン、オペ後に出してた
鎮痛剤が定期化したもの、明確に副作用が出ているもの」など、顕在的な問題です。したがって、
取り組みの熱意は上げるとして、方法論的には、従来どおり取り組めばいいと思います。 


