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１．添付文書改訂情報 
 

 

 

※以下の院内採用薬につきまして、添付文書上、効能効果、用法用量等の重要な

変更・追加がありましたので、臨時報告いたします。 
 

効能効果、用法用量の変更 
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※以下の院内採用薬につきまして、各種添付文書の変更・追加がありましたので、ご報告いたしま

す。詳細および安全性情報バックナンバーにつきましては、院内 LAN 掲示板「医薬品安全性情報」

または医薬品医療機器情報提供 HP (http://www.info.pmda.go.jp/)をご参照ください。 

 

一般名（薬品名） 変更箇所 主な変更・追記点 掲載ページ 

アリピプラゾール（エビ

リファイ錠) 

基本的注意・副作用・妊

産授乳婦への投与 
低血糖・新生児哺乳障害等 p.14 

おたふくかぜ生ワクチ

ン 
副反応 ADEM,脳症 p.16 

 抗ヒト胸腺細胞ウサギ

免疫グロブリン(サイモ

グロブリン) 

基本的注意・副作用 
重度の infusion reaction, 好中球減

少, PML,感染症等 
p.18 

タクロリムス (プログラ

フカプセル)  
基本的注意・副作用 B 肝,赤芽球ろう p.24 

トルバプタン (サムスカ

錠) 

警告・基本的注意・副作

用 
高ナトリウム血症 p.26 

ピオグリタゾン (アクト

ス錠) 
副作用 間質性肺炎 p.29 

アセトアミノフェン (ア

ンヒバ坐剤) 
警告・基本的注意 肝障害 p.32 

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ･ｾﾛｸｴﾙ･ｳｲﾝﾀﾐ

ﾝ･ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ･ﾉﾊﾞﾐﾝ･ﾘｽﾊﾟﾀﾞ

ｰﾙ等 精神神経用剤 

妊産授乳婦への投与 新生児哺乳障害等 p.33 

ハロペリドール（セレネ

ース錠） 

副作用・妊産授乳婦への

投与 

心室細動、血小板減少、肝機能障害

等 
p.35 

ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ･ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ･

無水ｶﾌｪｲﾝ･ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

（PL 配合顆粒） 

警告・禁忌・慎重投与・

過量投与 
肝障害等 p.36 

アミオダロン（アンカロ

ン注） 
副作用 甲状腺機能亢進 p.37 

オルメサルタン（オルメ

テック錠） 
副作用 アナフィラキシー p.37 
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ベラプロスト（ドルナー

錠、ケアロード LA） 
副作用 欠神、意識消失 p.37 

チオトロピウム臭化物

（スピリーバ吸入用） 
副作用 閉塞隅角緑内障 p.38 

アザチオプリン（イムラ

ン錠） 
基本的注意・副作用 B 肝、PML p.38 

シクロスポリン（サンデ

ィミュン点滴静注・ネオ

ーラルカプセル） 

基本的注意・副作用 B 肝、C 肝悪化 p.40 

ミコフェノール酸モフ

ェチル（セルセプトカプ

セル） 

基本的注意・副作用 B 肝、C 肝悪化 p.40 

ミゾリビン（ブレディニ

ン錠） 
基本的注意 B 肝、C 肝悪化 p.41 

ペラミビル水和物（ラピ

アクタ点滴用） 
副作用 ショック p.42 

ラニナミビルオクタン

酸エステル水和物（イナ

ビル吸入粉末剤） 

基本的注意・副作用 ショック p.43 

イトラコナゾール（イト

リゾールカプセル・同

注） 

副作用 急性汎発性発疹性膿疱症 p.43 

バシリキシマブ（シムレ

クト静注用） 
基本的注意・副作用 B 肝、C 肝悪化 p.43 

沈降 7 価肺炎球菌結合型

ワクチン・乾燥ヘモフィ

ルス b 型ワクチン（プレ

ベナー水性懸濁皮下

注・アクトヒブ） 

基本的注意 他のワクチンとの接種について p.44 

 

 

２．採用薬品情報 
〔１〕新規採用薬品              

                

合成Ｘａ阻害剤    （6/13 よりオーダー可能）         

アリクストラ皮下注 5ｍｇ、7.5ｍｇ   グラクソ   循環器内科 
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〔2〕切り替え薬品の報告           

                

ステーブラ錠 0.1ｍｇ(小野薬品) → ステーブラ OD 錠 0.1ｍｇ(小野薬品)   

                

ベシケア錠 2.5ｍｇ、5ｍｇ(アステラス) → 
ベシケア OD 錠 2.5ｍｇ、5ｍｇ(アステラ

ス) 
  

        ※5ｍｇは院外のみ 

〔3〕その他             

                

① 削除品目について(在庫のある間は使用してください) 

 院内：献血アルブミン２０%化血研 ５０ml、コレミナール錠 4mg(19 錠)、 

     メデット錠２５０ｍｇ(メトグルコ錠 250ｍｇが同一成分で高用量の適応あり)(249 錠) 

 院外：リボトリール錠 0.5ｍｇ(ランドセン錠 0.5ｍｇと同一成分) 

               

② 変更(患者限定薬品)           

 エンシュア H バナナ味→バニラ味へ         

 
 

薬剤部：小川暁生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 フランス当局が実施していた CNAMTS 疫学研究の全体解析において、ピオグリタゾン塩酸塩

（アクトス）を投与された患者（約１６万人）で、非投与患者（約１３３万人）に比べて、膀胱癌

の発症率が有意に高い結果が得られた（[HR＝1.22 95% CI 1.05 - 1.43）]）。 
※「CNAMTS 試験概要」 
 フランス国内の保健データベース（SNIRAM）内の約 150 万人の糖尿病患者（40～79 歳）に関

する 2006～2009 年のデータを用いて、膀胱癌などの癌発症率を比較した疫学研究（後ろ向きコホ

ート）。本疫学調査の結果、膀胱癌の発症率について、用量依存性、性差（男性のみ有意）がみら

れた。なお、他の癌については発症率の増加はみられなかった。 
 

糖尿病治療薬“アクトス”で膀胱癌に！！？ 
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アクトス、仏での処方制限で各国対応に注目 
フランスの医薬品規制当局が 6 月 9 日に武田薬品工業の糖尿病治療薬ピオグリタゾンを含有する医

薬品(アクトスなど)の新規患者への処方の禁止を発表したことを受け、日米欧の各国規制当局の対応

が注目されている。ドイツの規制当局は 10 日、新規患者への処方禁止、現在投与中の患者について

は医師の判断が必要とするフランスと同様の措置を取った。 
 一方、日本の医薬品医療機器総合機構(PMDA)は 10 日、ピオグリタゾン製剤を服用中の患者は、

自身の判断のみで服用を中止したり、減量したりしないようホームページ上で注意喚起を行った。

また、「ピオグリタゾン製剤の服用と膀胱がん発生については、これまでも厚生労働省ならびに

PMDA において注目し、これまでに得られたデータについて評価を行ってきたところだが、今回の

フランスの疫学研究の結果について、今後評価を行うことにしている」とした。 
 アクトスの昨年度売上高は 3879 億円で、このうち独仏を含む欧州の売り上げが 295 億円、日本

が 479 億円、米州が 3062 億円と、米州での売り上げが大部分を占める。米食品医薬品局(FDA)の対

応について、武田の広報担当者は、「現在対応を協議中で、現段階で公表できることはない」と話

している。 
 
 アクトス問題で日本糖尿病学会が要望書-「迅速な情報伝達を」 
日本糖尿病学会(門脇孝理事長)は 6 月 14 日、フランスの医薬品規制当局が武田薬品工業のピオグリ

タゾン製剤(アクトスなど)の膀胱がんリスクを指摘し、新規患者への投与を禁止したことを受け、武

田、厚生労働省、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に要望書を提出した。要望書では、「日本ではア

クトス、メタクト、ソニアスなどピオグリタゾン製剤を服用する糖尿病患者が多数存在し、当該事

象に対する不安を持っており、また医療現場でも少なからぬ混乱が生じている」として、膀胱がん

リスクの速やかな検討と患者、医療従事者への正確な情報伝達を求めている。  
 
 尚、武田薬品工業株式会社から当センターはじめ医療機関に迅速に当該情報の提供がなされたこ

とに対しては評価できるものと考える。 
薬剤部：住田 勝 

参考文献・URL 

・Yahoo 医療介護 CB ニュース 6 月 13 日(月)21 時 36 分配信 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110613-00000012-cbn-soci 

・Yahoo 医療介護 CB ニュース 6 月 14 日(火)17 時 9 分配信 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110614-00000004-cbn-soci 

・武田薬品工業株式会社 平成２３年６月配布資料 

 


