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１．添付文書改訂情報 
 

 

 

※以下の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、用法用量等の変更 
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※以下の医薬品につきまして、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。 

 

 

 

 

医薬品・医療機器等安全性情報 301 号 
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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。 

 

2．貼付剤の MRI 使用時の注意について 
金属を含む一部の経皮吸収貼付剤を貼付したままMRI検査を実施した場合、患者に火傷を引

き起こす可能性があり、MRI検査を実施する前に、患者に対し貼付剤の使用について質問を行う

などの注意と安全に対する配慮が求められています。金属含有の主な貼付剤は下記の通りです

ので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。 

 

 
※参考：卸 DI 353回 
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3.その他のご案内 

・アンカロン注の規制区分変更について 

 サノフィ株式会社製品の「アンカロン注（ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ）」について、効能効果の追加に伴い、規制区分が

「毒薬」から「劇薬」に変更になります。再度規制区分をご確認いただき、取扱いにご注意いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

・つくし AM散の販売終了について 

 大正富山株式会社製品の「つくし AM散」について、平成 26年 3月末にて経過措置終了となり、販売

中止となります。経過措置終了後は、類薬「つくし AM配合散」を処方、調剤頂きますよう、お願い申し

上げます。 

 

・平成 25 年度インフルエンザワクチン製造株の決定について 

 平成 25年度インフルエンザHAワクチンの製造株につきまして、4/19付厚労省健康局長から下記の

通り決定通知がありましたので、お知らせいたします。 

 ・A 型株 

   A/カリフォルニア/7/2009（X-179A）（H1N1）pdm09 

   A/テキサス/50/2012（X-223）（H3N2） 

 ・B型株 

   B/マサチューセッツ/2/2012（BX-51B） 

 

【おしらせ】 

医薬品情報課長 住田勝 

○臨床研究の申請窓口について「倫理委員会と IRB（治験審査委員会）の機能分担の明確化」 

 

当センターにおいて臨床研究（多施設共同研究および医師主導型臨床研究）を実施するにあたり申請で

きる審議機関は「倫理委員会」と「IRB」の二つあり、その選択基準が不明確であるため、案件ごとの処理に

対して大局的な整合性が取れていないという状況が続いていました。 

   そこで、事業管理者、院長の承認のもと、臨床研究に対する二つの審議機関の機能を分担し、明確化を 

行いました。 

具体的には下記の通りです。 

１）研究フィーがある臨床研究は全て IRBにて処理する 

２）研究フィーが無い臨床研究は全て倫理委員会にて処理する 

３）IRBで審議した結果、倫理委員会の審議が必要と判断された場合は倫理委員会にて再審査を行う。 

４）研究フィーがあり、IRB にて審議承認された案件で、倫理委員会の決定通知書が必要な場合は、倫理

委員会にて稟議決済による決定通知書を発行する。 
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主旨は、①倫理委員会は倫理的判断の院内最高決定機関としての位置付けを、②IRB は研究フィーが 

発生するプロトコルは、契約書の締結が必要であり、そのことを一手に引き受ける体制としました。 

 申請窓口のご理解とご協力をお願い致します。 

 

 また、業務の質向上と効率化を図るべく、多セクション横断的な事務局へと再構築中であります。 

 

 ○治験について 

治験案件は医薬品及び医療機器メーカーの開発外部委託指向により SMO（治験実施機関支援会社）お

よび CRO（治験実施企業支援会社）より提供されることも多いです。治験実施可能情報（実施可能疾患領

域や患者数など）を SMO などに提供することにより、治験案件の紹介がかかります。治験に興味を持たれ

ています診療科の先生方には連絡を頂けましたら、ご協力いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

薬剤部：小川暁生 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

関節リウマチとは 

原因は明らかになっていませんが、免疫の異常により関節に炎症が起こり、痛みや腫れ、変形を引

き起こす全身性の慢性疾患です。 

  

 

 

関節リウマチの症状 

 関節症状 

左右対称に複数の関節が慢性的に腫れ、痛みま

す。手足の指や手首などに発生しやすいです。

特に朝のこわばりが特徴的です。また関節の変形も起こります。 

 全身症状 

関節リウマチと薬剤について 
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全身症状としては皮膚の下にこぶ状のしこりができる皮下結節(リウマトイド結節)やだるさ・疲労

感、貧血、肺の炎症(肺繊維症、間質性肺炎)、眼の炎症(上強膜炎、強膜炎)、血管の炎症(リウマ

チ性血管炎)があります。 

 

関節リウマチと季節・天候 

個人差は大きいですが、関節リウマチは気象の変化に対して敏感に反応する病

気の一つです。 

患者さんの症状悪化がどの

ような季節や気候に影響さ

れるかを調査した結果では、

季節の影響を受ける人が約

86％、天候の影響を受ける

人が約 84％もいます。どの

ような季節に症状が悪化す

るかをみると、左図に示し

たように、梅雨（41％）の

時期と冬（37％）に悪化している人が多いことがわかります。天候の影響につ

いては個人差が大きく一定の傾向が認められていませんが、気圧の低下と湿度

の上昇が同時に起こったとき、つまり自然界での気象条件では移動性の低気圧

が通過するときにはじめて症状の憎悪を訴えることがわかっています。「折れ線グラフ」は各地域

の都市における月別にみた関節リウマチの症状悪化の訴え率を示しています。症状悪化の訴え率は

本州の各都市では 6月、那覇では 5月に最も高く、梅雨前線が停滞する時期と一致していることが

分かります。また 1～3月の冬にやや低いピークがみられます。 

 

関節リウマチの薬物療法 

関節リウマチの治療の目的は寛解を目指すことです。そのためには関節の痛みや腫れをとる、骨・

関節破壊の進行を抑える、QOLの改善の 3つが重要です。 

 

 非ステロイド性抗炎症薬(NSAID) 

特徴：痛みや炎症を軽くしますがリウマチの進行を抑えることは

できません。このため抗リウマチ薬と組み合わせて使われます。 

注意点：主な副作用は胃炎や胃潰瘍などの消化管障害です。 

院内採用薬：セレコックス、モービック、ロキソプロフェンなど 

 

 副腎皮質ステロイド薬 

特徴：炎症を迅速にかつ強力に抑えることからリウマチの治療に

も使われます。しかしステロイド薬のみでは関節破壊を完全に抑

えることはできないので、抗リウマチ薬と一緒に使われます。 
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注意点：長期に使用するとたとえ少量でも感染症、骨粗鬆症、糖尿病、動脈硬化などの副作用を起

こすことがあるため、できるだけ短期的にかつ少量を使います。 

院内採用薬：プレドニン、リンデロン、デカドロンなど 

 

 抗リウマチ薬(DMARDs)と免疫抑制剤 

特徴：使い出してから効果が出るまでに少なくとも１ヶ月前後は掛かります。このため、当初は非

ステロイド系抗炎症薬やステロイド薬と一緒に使うことがあります。最近では、比較的作用の強い

薬剤を早期から積極的に使用する傾向にあり、その効果と副作用を定期的にモニターすることが大

切です。 

注意点：すべての人に有効というわけではなく、薬がよく効く人と効かない人がいます。長期間使

用すると、効果が弱くなったり、効かなくなることがあります。副作用としては、発疹、肝障害、

血液障害、感染症などが起こることがあるので、定期的な検査が必要です。 

院内採用薬：リウマトレックス、プログラフ、アザルフィジン、リマチル、リドーラ、モーバー、

プレディニン、シオゾール 

 

 生物学的製剤 

特徴：点滴や注射で投与され、速効性と高い有効性が期待できます。さらに、関節破壊の進行を抑

えたり、関節破壊を未然に防止することができるため、新しいタイプの薬剤として注目を集めてい

ます。 

注意点：高い有効性が期待できる一方で、感染症などの重篤な副作用を起こすことがあります。 

院内採用薬：レミケード、エンブレル、アクテムラ、ヒュミラ、シンポニー 

 

                                                   

 

 

 

 

 

薬剤部実習生、京都薬科大学５回生：旭 真知代 

 

 

 

 

 

○骨粗鬆症とは 

骨粗しょう症は、鬆（す）が入ったように骨の中がスカスカの状態になり、骨がもろくな

る病気です。骨がスカスカになると、わずかな衝撃でも骨折をしやすくなります。 

 

参考文献・ＵＲＬ 

・バイオウェザーサービス http://www.bioweather.net/bws/health/ra/503ra_title.htm 

・アステラス製薬|なるほど病気ガイド http://www.astellas.com/jp/health/healthcare/ra/index.html 

・おしえてリウマチ|中外製薬株式会社 http://chugai-ra.jp/ 

骨粗鬆症と薬剤について 

 

http://www.bioweather.net/bws/health/ra/503ra_title.htm
http://www.astellas.com/jp/health/healthcare/ra/index.html
http://chugai-ra.jp/
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○原因 

原因は大きく分けて、原発性骨粗鬆症と続発性骨粗鬆症に分けられます。原発性骨粗鬆症は、加齢によ

りカルシウムが骨にとりこまれにくくなったり、閉経後の女性が女性ホルモンの低下によって骨密度が

低くなったり、ダイエットによって生じます。続発性骨粗鬆症は、特定の病気や薬の副作用によって生

じます。病気には、副甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、関節リウマチのほか、動脈硬化や CKD(慢性

腎臓病)、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、糖尿病などの生活習慣病で頻度が高いとされています。薬による

副作用はステロイド薬が代表的です。 

 

○症状 

骨粗しょう症は自覚症状の乏しい病気です。気がついたときには病状がかなり進行していたということ

も少なくありません。病気がさらに進むと、背中や腰の激しい痛みで寝込んでしまったり、ちょっと転

んだだけで手首や足の付け根を骨折するようになります。 こうなると、背中の曲がり方もひどくなり、

身長の縮みも目立つようになります。 

 

 

 

●最近背が縮んだように感じる 

●背が曲がったように感じる 

●背中や腰の痛みで、動作が鈍い 

 

○予防方法 

骨粗鬆症を予防するためにも、治していくためにも、カルシウムとカルシウムの吸収を助けるビタミン D

を多く含む食品をとることが大切です。カルシウムは乳製品や大豆製品、小魚、緑黄野菜、海草などに

多く含まれています。また、若いころ運動をしなかった人や、病気で寝込みがちだった人は、体格が華

奢で骨が弱く、骨折しやすいことが知られています。 

 運動で骨に力がかかると、骨に弱いマイナスの電気が発生し、カルシウムを呼び寄せる働きがありま

す。運動は骨の血液の流れをよくし、骨をつくる細胞の働きを活発にします。さらに、運動によって体

の筋肉がきたえられ、身のこなしがよくなると、転びにくくなり、骨折の防止にもつながります。 

 

○治療薬 

 当院で採用している医薬品を紹介します。 

こんな人は要注意!!! 
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骨粗しょう症治療において、治療開始後 1 年で、患者さんの 5 割近くがきちんと薬を服用出来ていない

というデータがあります。その原因はさまざまですが、少しでも患者さんが服用しやすくなるように、

投与間隔や剤型に工夫が加えられた薬の開発も進んでいます。 

たとえば、ビスフォスフォネート製剤ではこれまで主流だった週 1 回服用に加え、4 週 1 回製剤（錠剤・

点滴投与）が開発されました。さらには、高齢者では錠剤が飲みにくい問題に配慮した、経口ゼリー製

剤も登場しています。 

骨の形成を助ける 

★ビタミン K2 製剤：グラケーカプセル 15mg、 

ケイツーシロップ 0.2％ 

  骨量の減少を抑え、骨の形成を助けます。 

骨の吸収を抑える 

★女性ホルモン製剤(卵胞ホルモン)：エストリール錠 1mg、エストリール膣錠 0.5mg  

  女性ホルモンの分泌が減る閉経期の女性が対象で、更年期症状を改善し骨量の減少

を抑えます。 

★カルシトニン製剤：エルシトニン注 20S、エルシトニン注 40 単位 

  骨量の減少を抑え、背中や腰の痛みをやわらげます。 

★ビスフォスフォネート製剤：ベネット錠 17.5mg、ボナロン錠 35mg、ボノテオ錠１

mg、ボノテオ錠 50mg、ゾメタ点滴静注用 4mg 

  骨量を増加させ、骨折を予防します。 

★SERM：エビスタ錠 

  女性ホルモン製剤と似た作用で、骨量を増加させ、骨折を予防します。 

 

 

 

 

 

吸収と形成を調節する 

★活性型ビタミン D3 製剤：アルファロールカプセル 0.25μg、アルファロールカプセル

0.5μg、アルファロールカプセル 1μg、アルファロール内用液 0.5μg/ml 

  腸からのカルシウムの吸収と骨の形成を助けます。 

★カルシウム製剤：乳酸カルシウム原末、リン酸水素カルシウム原末、カルチコール注

射液 8.5％、塩化カルシウム注 2％ 

  食事からカルシウムがじゅうぶんとれない場合、長期に服用すれば骨量減少の防止に

なります。 
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薬剤部実習生、立命館大学５回生：田中 緑 

 

 

 

参考文献・ＵＲＬ 

http://www.iihone.jp/ 「骨粗しょう症」ホームページ 

http://www.msd.co.jp/healthcare/osteoporosis/osteoporosis/Pages/home.aspx MSD ホームページ 

http://www.jpof.or.jp/  公益財団法人骨粗鬆症財団 

 

 

http://www.iihone.jp/
http://www.msd.co.jp/healthcare/osteoporosis/osteoporosis/Pages/home.aspx
http://www.jpof.or.jp/

